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はじめに：「NEDO 海外レポート」新装版発行にあたって 

 
 

「NEDO 海外レポート」は NEDO 技術開発機構がエネルギー、環境技術、産業技

術、政策動向を中心とした海外での情報を簡潔に、タイムリーにお届けする隔週発行

の情報誌です。幸い皆様の御支持を得て、今回で通算 962 号の発行となりました。

NEDO 技術開発機構のホームページ上では毎月約 20 万件近いアクセスを頂いており

ます。 
 

このたび「NEDO 海外レポート」の構成を変え、内容を一新いたしました。 
まず、新たに「テーマ別特集」を設け、各分野での海外での動きを、情報の対象を

絞ってお届けいたします。今回および次号の特集テーマは「再生可能エネルギー」で

す。引き続き、「地球温暖化対策」「産業技術（ライフサイエンス・ナノテク材料）」「省

エネルギー」「環境技術（化学物質のリスク評価・管理技術、3R 関連）」「新技術分野

（ロケット・超音速航空機他）」などのテーマ特集を計画しております。 
 
次に、特集のもう一つの柱として、「個別特集」を掲載いたします。NEDO 海外事

務所（ワシントン DC、パリ、北京、バンコック、ジャカルタ）の活動や、ＮＥＤＯ技

術開発機構の職員の海外シンポジウム、セミナー、学会等への参加、海外の政府関係

機関、研究機関等への訪問・インタビューを通じて得られた 新情報などを適宜提供

していく予定です。   
 
「一般記事」では従来と同様に「テーマ別・個別特集」以外のエネルギー、環境技

術、産業技術等に関して、NEDO 技術開発機構が Web サイトや独自ルートを通じて収

集した海外情報を簡潔にまとめ、タイムリーな情報提供をいたします。 
 
「ニュースフラッシュ」はワシントン事務所が収集したアメリカにおけるエネルギ

ー、環境、産業技術に議会情報を加えたダイジェスト情報を掲載いたします。 
 

「NEDO 海外レポート」が皆様の事業推進や研究・勉学活動に何らかのお役に立ち

ますれば望外の喜びであります。引き続きご愛読、ご支援のほどをお願いいたします。 
 

2005 年 9 月 7 日 
「NEDO 海外レポート」編集長 

高安 正躬 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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【再生可能エネルギー特集】  

我が国における再生可能エネルギー技術開発・導入の動向 
 

本特集号において欧州、米国などにおける再生可能エネルギーの開発の現況につい

て報告されるので、その参考として我が国における再生可能エネルギーの技術開発の

動向、主として太陽光発電、風力発電、バイオマス、廃棄物発電についてそのロード

マップを中心にして政策的背景、技術課題や導入目標について解説する。 
 
1. 京都議定書による温暖化ガスの削減 

2005 年に発効した京都議定書により、我が国は 1990 年基準より 6％の温室効果ガ

スの削減を義務としている。2002 年に策定された「地球温暖化対策推進大綱」の目標

では 6％削減の内訳を表―１のように定めていた。その後、技術開発の成果により１）

代替フロン等３ガスが現行目標以上に削減できる見込みがあること、２）非エネルギ

ー起源 CO2、メタン、亜酸化窒素についても現行目標以上の削減が見込めること、さ

らに３）経済見通しの改訂に伴ってＧＤＰ成長率の見込みを下方修正したことをふま

え、エネルギー起源の CO2 削減目標を現行の 2％削減（国民努力、革新技術開発分を

含む）を表―１のように 1990 年比で+0.6％に変更することになった。結果としてエネ

ルギー起源 CO2 削減目標が軽減されたことになるが 現状ではエネルギー起源の温暖

化ガスの発生は 1990 年比で約 5％増加しているので、京都議定書を達成するためには

さらなる削減の努力が必要になっている。 
 
2． 2010 年における新エネルギーおよび再生可能エネルギー導入量の見通し 

現行の新エネルギー導入量の見通しは 1,910 万 kl（石油換算、年間：以下同様）で

一次エネルギー総供給量に対して 3％を負担する計画であるが、総導入量の 1,910 万

kl の目標は変えず、太陽熱利用の拡大よりも廃棄物熱利用や特にバイオマスの熱利用

の伸びが期待されるところから、表―２の現行大綱目標から廃棄物熱利用とバイオマ

ス熱利用のシェアが多い追加対策ケースに目標を変更した。 
 

新エネルギーに水力と地熱を加えた再生可能エネルギーの一次エネルギー供給の見

通しは図―１のように 6 から 8％のレベルを想定している。2010 年には天然ガス、原

子力、再生可能エネルギー・新エネルギー等の増加に伴い供給源の多様化が一層進む。

石油はその消費量の絶対値は減少するが依然として主要な一次エネルギー源である。

天然ガスは若干上昇、石炭は横這い、原子力は 14％程度のシェアが期待されている。   
 
3. 再生可能エネルギー普及のための環境整備 

再生可能エネルギーは地球温暖化対策に資するとともにエネルギー自給率の向上に
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も資する優れた特性を持つ。ただ、基本的に化石燃料と比べるとエネルギー密度が低

いエネルギー源であり、それを利用する場合には利用効率の向上、製造・利用コスト

の低減化が必要である。技術開発とともにその普及・導入には政策的な制度構築が必

要である。中・長期的に見て太陽光発電やバイオマスエネルギー利用がさらに発達し

大幅なコストダウンが実現できる可能性があり、その場合国産エネルギーとしてエネ

ルギー自給率の向上に大きな効果を持つ。2002 年には「電気事業者による新エネルギ

ー等の利用に関する特別措置法」いわゆるＲＰＳ法が制定され新エネルギーの一層の

普及が図られている。今後普及に向けた取り組みをさらに積極的に推進するとともに

一層の低コスト化、 高効率化、電力系統への接続に伴う技術課題を解決する等の研究

開発を進める必要がある。また、再生可能エネルギーを組み込んだ分散型電力ネット

ワーク等の新しいビジネスモデルの確立が重要である。再生可能エネルギーの普及を

促進するためにはハード面での技術開発とともに、ソフト面でのインフラ整備、関連

規制の見直し、国際標準の策定などの整備が必要である。 
 
4. 太陽光発電 

太陽光発電については地球温暖化対策推進大綱において、2010 年度の導入目標を

482 万 kW（118 万 kl）と設定しており、その導入目標の達成を目指す。2004 年での

実績は 113 万 kW（28 万 kl）である。なお、太陽熱利用の 2010 年目標は 90 万 kl に
対して 2004 年実績は 64 万 kl である。太陽電池の世界における生産量は約 120 万 kW
で、我が国はこの約 1/2 の 60 万 kW を生産している。太陽電池製造コストは現状で

250 円/W だが 2010 年には 100 円/W、2020 年に 75 円/W、2030 年には 50 円/W 以下

を目指している。 
 

我が国の太陽光発電システムの導入量は 2004 年で 113 万 kW であり、約 20 万戸の

住宅に設置されている。標準的である 3kW の住宅用光発電システムの価格は 2004 年

で約 200 万円であり 1993 年の 1,100 万円の約 1/5 に低下した。しかし、発電コスト

は 45 円/kWh 程度であり、家庭用電気料金に比較すると約 2 倍程度割高である。 
 

太陽光発電は既存の競合エネルギーと比較するとまだコスト高であることが普及促

進を図る上での 大の課題である。このため太陽電池の低コスト化のための技術開発

が必要である。加えて、太陽光発電システムが円滑に導入拡大されるよう、信頼性評

価技術やリサイクルユース技術等の共通基盤技術の開発、系統連携時の影響の低減対

策技術や新技術活用型太陽電池の有効性を実証する必要がある。 
 

図―２に太陽発電技術開発のロードマップを示した。バルク結晶シリコンに加えて

薄膜シリコン化合物太陽電池から超薄型／多接合化による高性能化、さらに色素増感

のような新材料・新構造太陽電池の開発を目指し、加えて量産技術の開発によってコ

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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ストの低減を図る。発電コストは 2010 年で 23 円/kWh、2020 年で 14 円/kWh、2030
年には 7 円/kWh を目指す。普及のための施策としては大規模集中系統連携の影響緩和

の実証研究、新型モジュールや新たな施工方法等による用途範囲の拡大などが挙げら

れる。関連施策としては住宅用太陽光発電システム、地方自治体向け設備設置、事業

者向け設備設置等に対しての補助金による支援がある。さらにＲＰＳ法の着実な実施

によりその普及を促進する。 
 
5. 風力発電 

我が国の風力発電の総設備容量は 2004 年で 927MW（37.7 万 kl）で総設置基数は

924 基である。これはドイツ、スペイン、アメリカ、デンマーク、インドなどに次い

で第 9 位である。近年 1,000kW の大型風車を建設するなど本格的な風力発電が行われ

るようになってきた。発電コスト、建設コストはそれぞれ 2003 年で、10 円/kWh、19
万円/kW であるが、それを 2010 年には 8 円/kWh、15 万/kW、2030 年には 4 円/kWh、
10 万円/kWh にする目標である。 
 

風力発電はエネルギー自給率の向上や地球環境温暖化対策に資する貴重なエネルギ

ー源であり 2010 年には 300 万 kW（134 万 kl）の導入を目指す。大型風力発電施設（ウ

ィンドファーム）等において技術革新やシステムの大規模化による設置コストの低減

がみられるが、既存の競合エネルギーシステムと比較した場合、依然としてコストが

高い状況にある。自然条件への依存や地域的偏在性があり、その大規模な導入に伴っ

て出力の不安定性が電力品質の悪化等電力系統に影響を及ぼす可能性が懸念される。

従って出力安定性対策の検討が必要である。 
 

図―３に風力発電技術開発・導入のためのロードマップを示す。低コスト化のため

には高耐久性、量産化システムの確立、リサイクルユースなどの技術課題があり、さ

らに台風、雷、強乱流、高突風、風況等に応じた日本型風車の開発が期待されている。

次世代の技術としては洋上風力発電の開発が挙げられる。 
 

出力の不安定に起因した導入制約の緩和策として大規模風力発電所に蓄電池等を併

設することによる出力の安定化を図ったり、さらに太陽光発電、蓄電池等と組み合わ

せた系統連携による電力品質の維持、システムの安定化を図るための技術課題がある。

新たな立地適地を開拓し、スケールメリットによる低コスト化の方向もある。太陽光

発電と同様にＲＰＳ法の着実な実施によりその普及を促進を図る必要がある。 
 
6．バイオマス発電 

化石資源由来のエネルギーを代替する事により、地球温暖化ガスであるＣＯ２排出

削減に大きく貢献することが可能である。2002 年 3 月制定の地球温暖化対策大綱では
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2010 年度の導入目標はバイオマス発電で 33 万 kW（34 万 kl）、バイオマス熱利用で

308 万 kl である。バイオマス熱利用の 2003 年での実績は 79 万 kl である。バイオマ

ス発電と廃棄物発電の総量で 2010 年目標は 450 万 kW（586 万 kl）であるのに対して

2003 年では 173.9 万 kW（213.7 万 kl）を達成している。 
 

バイオマスは発生分布が広く、容積当たりのエネルギー密度が低い。その種類や性

状が多岐にわたるとともに地域的に偏在しているという特徴を持つ。このためバイオ

マスエネルギーの利活用を図るには原料確保と収集コストの問題、小規模ながらエネ

ルギー転換効率の高い革新的な転換技術の開発によって経済性の向上、地域の特性や

利用方法に応じた多様なエネルギー転換システムの展開が必要になっている。 
 

具体的なバイオマス資源に対して個々にその利用システムを評価することになる。

バイオマス資源はエネルギー密度は薄く希薄であることから大規模集中型でなく小規

模分散型のシステムの方が有利である。バイオマスのエネルギー利用という観点から

は燃焼、ガス化、液化などの変換技術による方法と、エタノール発酵、メタノール発

酵などの発酵技術による方法がある。木材、工場廃材、バガスなど木質系のバイオマ

スは燃焼熱を回収して発電用に利用されている。都市廃棄物の有効利用という観点か

らはＲＤＦ（廃棄物由来固形燃料）が発電や熱源に利用されている。また、糖質の発

酵で得られるエタノール、植物油から得られるバイオディーゼルは燃料として利用さ

れる。 
 

図―４にバイオマス利用のロードマップを示す。木質バイオマスの利用については

ガス化改質とそれを組み合わせた高効率発電、気体燃料化あるいは液体燃料化への展

開がある。下水汚泥バイオマスについてはメタン発酵と電力利用、気体燃料化、液体

燃料化技術がある。食品・農畜産バイオマスについては可溶化およびメタン発酵に加

えて電力利用、気体燃料化、液体燃料化が期待される技術である。 
 
7．廃棄物発電 

廃棄物の処理法としてはリサイクルが優先されるべきである。しかし、リサイクル

が出来ない廃棄物、焼却処分されている廃棄物についてはその熱回収による廃棄物発

電は有用な手段である。我が国では産業廃棄物の再生率は 46％と一般廃棄物より再生

率が高いが、一般廃棄物については直接利用が 7％、再生利用が 15％であり、残り 78％
が焼却されている。この燃焼熱の回収によって発電する。 
 

2003 年度の廃棄物発電施設からの総発電出力は 155.4 万 kW で、内訳は一般廃棄物

発電施設から 134.9 万 kW、産業廃棄物発電施設から 20.5 万 kW である。廃棄物発電

の 2010 年における導入目標は 417 万 kW（552 万 kl）であるので導入目標の 37％を

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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達成している。ちなみに廃棄物熱利用は 2010 年目標 186 万 kl に対して 2002 年実績

は 164 万 kl である。一般廃棄物の廃棄物発電施設は 2003 年度では全国で 322 施設の

内、一般廃棄物発電施設は 257、産業廃棄物発電施設は 65 である。ゴミ焼却施設は全

国に約 1,800 あるので約 18％しか熱回収による発電をしていないことになる。発電を

行っているのは処理量 200t/日を超える比較的大型施設で、9 割以上を占める 200t/日
以下の小型施設への設置は少ない。 
 

1997 年 12 月に施行されたダイオキシン類規制法が既存設備へも適応される期限で

ある 2002 年 12 月までに対応するため、設備の更新あるいは改造により廃棄物発電の

導入が促進されるようになった。規模が小さいと設備費の影響が大きく、かつ、従来

の小型蒸気タービンによる発電では効率低下が著しい。ゴミを高温でガス化しダイオ

キシン類の発生を抑制すると同時に灰を溶融固定化し、生成蒸気でタービンを回して

発電して、発電効率 30％を達成する技術や改質溶融炉で H2，CO ガスを発生させ、ガ

スエンジンで発電することによって 100t/日以下の小規模設備で発電効率 25％を達成

させる技術開発が行われており今後、その導入・普及が期待されている。 
（高安 正躬） 

 
参考資料 
1) 第 9 回総合資源エネルギー調査会需給部会資料 
2) 第 11 回総合資源エネルギー調査会需給部会資料 
3) 第 11 回総合エネルギー調査会新エネルギー部会資料 
4) 「2030 年に向けた太陽光発電ロードマップ」NEDO、2004.6 

http://www.nedo.go.jp/informations/other/161005_1/gaiyou_j.pdf 
5) 「風力発電利用率向上調査委員会の風力発電ロードマップ検討結果報告書」NEDO

平成 16 年度調査報告書、100005564  
6) 「バイオマスエネルギーテクノロジーロードマップ策定に関する調査」NEDO 平

成 15 年度成果報告書、100003775  
 
※ 5),6)については NEDO 成果報告書データベースで閲覧・ダウンロード可能 

（http://www.tech.nedo.go.jp/index.htm） 
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表－１ 温室効果ガス削減目標 
【現行大綱目標】  → 【目標達成計画目標案】 
エネルギー起源ＣＯ２ ±０％   
国民努力 ▲１．４％  ＋０．６％ 
革新的技術開発 ▲０．６％   
    
非エネ CO2、メタン、N2O ▲０．５％  ▲１．２％ 
代替フロン等３ガス ＋２．０％  ＋０．１％ 
    
森林吸収 ▲３．９％  ▲３．９％ 
その他（京メカ） ▲１．６％  ▲１．６％ 
    
合計 ▲６．０％  ▲６．０％ 

（出典：第 11 回総合エネルギー調査会新エネルギー部会資料） 

 
表－２ 新エネルギー導入量の見通し 

 ２０１０年度 
レファレンスケース 

２０１０年度 
現行対策推進ケース 

２０１０年度 
追加対策ケース 

２０１０年度 
現行大綱目標 

太陽光発電 ６２万ｋｌ 
２５４万ｋＷ 

１１８万ｋｌ 
４８２万ｋＷ 

１１８万ｋｌ 
４８２万ｋＷ 

１１８万ｋｌ 
４８２万ｋＷ 

風力発電 ３２万ｋｌ 
７８万ｋＷ 

１３４万ｋｌ 
３００万ｋＷ 

１３４万ｋｌ 
３００万ｋＷ 

１３４万ｋｌ 
３００万ｋＷ 

廃棄物発電＋ 
バイオマス発電 

２３０．６万ｋｌ 
１９６．８万ｋＷ 

５８６万ｋｌ 
４５０万ｋＷ 

５８６万ｋｌ 
４５０万ｋＷ 

５８６万ｋｌ 
４５０万ｋＷ 

太陽熱利用  ７４万ｋｌ ７４万ｋｌ ９０万ｋｌ ４３９万ｋｌ 
廃棄物熱利用 １６４万ｋｌ １８６万ｋｌ １８６万ｋｌ １４万ｋｌ 
バイオマス熱利用 － ６７万ｋｌ ３０８万ｋｌ※１ ６７万ｋｌ 
未利用エネルギー ※２ ５万ｋｌ ５万ｋｌ ５万ｋｌ ５８万ｋｌ 
黒液・廃材等 ※３ ４８３万ｋｌ ４８３万ｋｌ ４８３万ｋｌ ４９４万ｋｌ 
総合計 
（第一次エネルギー総供給比） 

１， ０５１万ｋｌ 
（１．７％） 

１，６５３万ｋｌ 
（２．７ ％） 

１， ９１０万ｋｌ 
（３％程度） 

１， ９１０万ｋｌ 
（３％程度） 

※ 上記発電分野及び熱分野の各内訳は、目標達成にあたっての目安である。 
※１ 輸送用燃料におけるバイオマス由来燃料（５０万ｋｌ）を含む。 
※２ 未利用エネルギーには雪氷冷熱を含む。 
※３ 黒液・廃材等はバイオマスの１つであり、発電として利用される分を一部含む。 

（出典：第 11 回総合エネルギー調査会新エネルギー部会資料）   

（出典：第９回総合資源エネルギー調査会需給部会資料） 

図－１ 一次エネルギー国内供給シェアの見通し 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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（出典：「2030 年に向けた太陽光発電ロードマップ」、NEDO） 

図－２ 2030 年に向けた太陽光発電の目指す姿 
 

    （出典：「風力発電利用率向上調査委員会の風力発電ロードマップ策定調査報告書」、NEDO） 

図－３ 風力発電のロードマップ 
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（出典：「バイオマスエネルギーテクノロジーロードマップ策定調査報告書」NEDO） 

 
図－４ バイオマス利用技術 ロードマップ概念図 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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【再生可能エネルギー特集】 

 

世界の風力発電の状況 

-2020年までに世界の総発電量の12％を賄う- 
 
 世界の風力発電に関する情報はこれまで「NEDO海外レポート」に何回も提供した。

今年になってから紹介した10件[Ref.1-10]のうち、興味ある記事としては、「米国その

他数ヶ国の再生可能エネルギー振興政策」と「世界各国で発展を続ける風力発電」が

ある。 
 

「米国その他数ヶ国の再生可能エネルギー振興政策」[Ref.9]は米国エネルギー情報

局（EIA）の報告書であり、風力を主にした再生可能エネルギー開発促進のための政

策を 1970～2003 年の期間について調べ、ドイツ、デンマーク、オランダ、日本の 4
ヶ国における政策とも比較して、何が も効果的な政策であったかについて検討して

いる。米国の連邦法を概説し、カリフォルニア州における再生可能エネルギー振興の

状況、ドイツとデンマークにおける風力発電振興政策と米国の類似政策との比較およ

びオランダと日本の政策を概説した後、まとめとして５カ国の政策を比較検討してい

る。その結果、ドイツ、デンマーク、日本の 3 ヶ国における振興政策は全般的に調和

が取れており首尾一貫した傾向にあるが、米国では州レベルの政策が連邦政府の政策

とは連動していないことがあるため、また、オランダと米国では複雑な許認可プロセ

スのため再生可能エネルギーの開発に遅れが出たとしている。 
  

「世界各国で発展を続ける風力発電」[Ref.10]では、2005年3月に設立された世界の

風力エネルギー産業と協会の代表者を連携する世界風力エネルギー協会（Global 
Wind Energy Council：GWEC）が世界各地域・国における風力発電の現状を簡潔に

発表した。2004年に世界の風力発電産業が導入した新規発電容量は7,976MWであり、

合計発電容量は20%増の47,317MWへと成長した。今後もより強固な風力発電の促進

施策をそれぞれの国また国際的に構築することを提唱している。 
 
その後の活動として、GWECはグリーンピースと共同して、2005年６月に世界各地

域の風力エネルギー協会の方針をまとめた報告書「ウインドフォース12：Wind Force 
12」を発表した[Ref.11,12]。内容は、2020 年までに全世界で必要とされる電力の12%
を風力発電で賄うという目標を掲げた青写真である。約50頁の報告書[Ref.13]によれば、

技術・経済・資源のいずれの側面においても、この目標値の達成を阻む障壁は存在し

ないことが示されている。また、2020年までに電力需要は現在の3分の2 増加すると

いう試算が、その背景となっている。 
 

この報告書に掲げられた「世界的に見た風力発電の利益」は下記のとおりである。 
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・気候変動とその他の環境汚染の低減 
・雇用増進と地域の発展と改革 
・エネルギー供給の多様化と石油輸入の廃止 
・エネルギー安全保障の提供と天然資源に関するあつれきの阻止 
・エネルギー利用を改良することによる貧困の減少 
・化石燃料の価格不安定性に対する防衛手段 
・エネルギー源は無料、豊富で無尽蔵 
・世界中の風力エネルギー源は世界の電力需要量より大である 
・多様な規模への電力供給 
・組み立て式のため設置が容易 

 
結論として、「ウィンド・フォース12」の2020年における風力発電の予想は： 

・ 総発電容量                 1,254,030MW 
・年間導入発電容量                158,728MW 
・世界需要電力量の12％             3,054TWh 
・CO2年間削減量              1,832百万トン 
・CO2累積削減量              10,771百万トン 
・年間総投資額                 800億ユーロ 
・総雇用数               230万人 
・2020年における設備導入コスト  512ユーロ/kW 
・2020年における発電コスト     2.45セント/kWh 

 
また、報告書には、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、インド、

イタリア、日本、フィリピン、ポーランド、トルコ、英国および米国の13カ国の開発

状況と将来の見通しについての国別の報告がある。さらに、2020年における世界各地

域別の予想および海上発電の目標についても言及している。 
                                      以上 
                         編集：NEDO技術・システム部 
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【再生可能エネルギー特集】 

2005 年エネルギー政策法での再生可能エネルギー導入促進策（米国） 

 
再生可能エネルギー発電 

8 月 8 日、ブッシュ大統領の署名によって成立した「2005 年エネルギー政策法

（Energy Policy Act of 2005）」は、電力供給源としての再生可能エネルギーの使用量

増加を目指した多数の条項を含んでいる。同法は風力、地熱、バイオマス、埋立地ガ

ス、小規模灌漑発電、ゴミ燃焼設備等で発電する電力の生産税控除（product tax 
credit）期間終了を今年末から 2007 年末まで延長している。また、既に存在するダム

や水路に付け加える形の新設備による水力電力と、既存の水力発電所の効率向上によ

って増量した水力電力についても対象とするように税額控除を拡大した。米国風力協

会（AWEA）と全米水力発電協会（NHA）はこの税額控除の拡大を歓迎している（表

1、表 2 参照）。 
 

表1 2005年エネルギー政策法に対する米国風力協会（AWEA）の見解 （抜粋） 

米国風力協会（AWEA）は包括的エネルギー法案に盛り込まれた風力エネルギ

ー生産税控除（PTC）の期間延長を歓迎している。PTCはプロジェクト実施から

10年間、風力タービンによって発電した電力に対して1kWh当たり1.9セントの税

額控除を与えるもので、新規ウィンド・ファーム助成の重要な要素である。当初、

2005年12月31日に期限が切れるはずであった。 
 
今年、米国では、 高で2,500メガワット容量の風力発電設備が設置される予

定である。これは70万世帯へ供給できる新規電力であり、電力産業部門への30億
ドル以上の新たな投資となる。今回、絶好のタイミングでPTCが延長されるため、

安定した成長の機運が2006、2007年も続くとAWEAは期待している。 
 
PTCの期限が2007年12月31日に変更されるだけで、現行税控除額（1.9セント

/kWh）、年次インフレ調整条項、控除期間（風力タービン導入後10年間）は、

そのまま残された。この法案は、一部の風力発電反対議員が提議していたような

PTCの利用規制や、沖合風力プロジェクトに対する制限は含まれていない。 
 
終法案には、国の電力に占める風力、太陽光等の再生可能エネルギー由来電

力の割合を2020年までに10%とすることを求める上院の条項（再生可能エネルギ

ー使用基準（RPS）として知られている）は含まれていない。 

出典：米国風力協会（AWEW）のニュースリリース『Energy Bill Extends Wind Power Incentive through 2007』より 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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表2 2005年エネルギー政策法における水力発電に関する条項 （抜粋） 

セクション45：再生可能エネルギー生産税控除 

増分水力発電（効率向上、容量増加による既存水力発電プロジェクトが新

規に発電する電力）と認定水力発電（連邦エネルギー規制委員会（FERC）

によって現在許可されている水力発電ダム以外の設備による新規水力電

力）に対する10年間の税額控除を導入する。 

税額控除は1kWh当たり0.9セントである。 

税額控除を受けるためには、2008年1月1日までに稼動状態になっていなけ

ればならない。 

水力発電インセンティブ 

発電装置の導入に際して、拡張や新たな建設を必要としない既存ダム・水

路での新規水力発電開発への奨励金―議会で議決された経費計上の対象と

なる―を設定する。 

奨励金は、1kWh当たり1.8セントであり、期間は10年間とする。 

1暦年当たりの 高受領額は75万ドルとなる。 

奨励金を受けるためには、全ての新規水力発電が10年以内に稼動状態にな

っている必要がある。 

同プログラムは20年後に終了する。 

出典：全米水力発電協会（NHA）『Fact Sheet: Key Hydropower Provisions of the Conference 

Report to HR 6 the Energy Policy Act of 2005』より 
 

同法は、連邦政府が購入する全電力の中で、風力、太陽エネルギー、バイオマス、

埋立地ガス、海洋エネルギー、地熱、都市ゴミ、そして、既存水力発電所の効率向上

や容量増加による新たな水力電力等を供給源とする再生可能エネルギー由来電力が占

める割合を 2013 年までに 低 7.5%にすることを求めている。施設内、連邦所有地、

部族所有地で行われる発電に対しては税額控除が 2 倍になる。 
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また、同法では地熱蒸気法が改正され、地熱資源を有する州は 低 2 年ごとに、鉱

区借用権の競売を行うことが義務付けられている。落札されない鉱区については、非

競売鉱区とすることができる。金額は発電量に基づき決まるが、発電に使用されない

地熱資源に対しては低額となる。更に、水力発電ライセンス・プロセスも改正された。

再生可能エネルギーの利用可能性評価に役立てるために、太陽エネルギー、風力、バ

イオマス、海洋エネルギー、地熱、水力発電のエネルギー資源を含む、全ての再生可

能エネルギー資源の年次評価も義務付けている。 
 
太陽エネルギーのネット・メータリング、税額控除 

2005 年エネルギー政策法により、家庭用太陽熱システムの導入に対して、連邦政府

による初めての税額控除が今後 20 年間行われる。太陽エネルギー工業会（SEIA）に

よると、自家所有者および事業者が太陽熱システムあるいは太陽熱給湯システムを設

置する場合、費用の 30%までの税額控除を受ける（表 3 参照）。太陽エネルギー税額控

除は各タイプのシステムで 高 2 千ドルであり、あらゆる州やユーティリティのイン

センティブ考慮後のコストに適用される。同法は 2006、2007 年に設置されるシステ

ムに適用される。更に、自家所有者は燃料電池設置の税額控除を受けることができ、

事業者は燃料電池、マイクロタービンのいずれかを設置すると税額控除を受けること

ができる。 

表 3 太陽熱システムの事業用税額控除と家庭用税額控除の比較 

  旧制度 新制度 税額控除期間 高限度 適用技術 

事業用控除 10% 30% 2006.1.1～2007.12.31 までは

30%、その後 10%に戻り固定 なし 

PV、CSP、ソーラー

ハイブリッド照明、家

庭用太陽熱温水シス

テム（プールへの温水

供給は除く） 

家庭用控除 なし 30% 2006.1.1～2007.12.31 
各太陽熱技術に

対して 1 システ

ム 2 千ドルまで 

PV、家庭用太陽熱温

水システム（プールへ

の温水供給は除く） 

出典：米太陽エネルギー工業会（SEIA）『Frequently Asked Questions on the New Federal Solar Tax Credits』より 

 
自家所有者および事業者による自家発電を奨励するために、このエネルギー法では

公益事業規則政策法（PURPA）が改正され、全公益事業者に対して要望に応じて電力

供給網への接続とネット・メータリングを提供することを義務付けている。ネット・

メータリングを行えば、消費者は自家発電した電力を配電網に供給することで、その

量に相当する消費電力を相殺することができる。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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バイオ燃料の要求事項と税制優遇措置 
2005 年エネルギー政策法は、バイオ燃料、特にエタノールの使用に関する国家レベ

ルでの 低要求事項を定めている（表 4 参照）。新たに定められた『再生可能燃料基準

（Renewable Fuels Standard）』は、2006 年に米国で販売されるガソリンは総計 40
億ガロンのバイオ燃料を含み、2012 年には 75 億ガロンまで増量することを求めてい

る。この基準では再生可能燃料クレジットを認めることと、改質ガソリン酸化基準を

廃止することで、燃料精製業者に多大な柔軟性を与えている。この法案では廃棄物や

セルロース系（木質系）バイオマス由来エタノールを 1 ガロン生産するごとに 2.5 ガ

ロンのクレジットを認めている。米エネルギー省（DOE）エネルギー情報局の 近の

レポートで、同じような要求事項を詳細に検討した結果、燃料価格への影響は極僅か

であると報告している。 
 

表4 エネルギー法案での再生可能燃料に関する重要ポイント （抜粋） 

再生可能燃料基準： 

再生可能燃料基準（RFS）は、エタノールやバイオディーゼル等の再生

可能エネルギー燃料の家庭用供給拡大を目指した初めての取り組みであ

る。国としての 低使用要求量を2006年の40億ガロンから2012年には75
億ガロンまで増量するように設定している。 

精製業者への多大な柔軟性： 

12ヶ月間有効のRFSクレジット制度（基準以上でブレンドされた燃料を対象

とする）を創設することで、精製業者に柔軟性を与えている。これによって、精

製業者は、 もコスト効率の良い再生可能燃料を 適な時と場所で使用すること

ができるようになる。その上、燃料精製供給業者が6年間廃止を求めてきた改質

ガソリン（RFG）酸化基準は制定日から270日後に廃止となる（カリフォルニア

州では直ちに廃止）。更に（ガソリンの添加剤として使用される）MTBEは結果

として禁止されず、広範囲に拡大する水質汚染の原因と考えられるガソリン添加

剤の使用に関しては燃料精製業者の独自の判断に任せられることになる。 

消費者保護： 

酸化基準廃止を補うためにRFG大気質達成基準（air quality 
performance standards）を強化することで、これまでのRFGプログラム

によって高まった大気清浄度は維持されるだろう。また、バイオ燃料の供

給が制限され、価格が異常に高騰した場合には、RFS免責オプションがガ

ソリン価格への悪影響から消費者を保護することになる。 

出典：Renewable Fuels Association（RFA）『President Bush Signs Historic Energy Bill into Law』より 
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家庭・事業所で代替燃料補給設備を導入した場合、30%の税額控除を受けることが

できる（家庭用の燃料補給設備としては、現在、ホンダが家庭用天然ガス燃料供給設

備をカリフォルニアで販売している）。この税額控除は、エタノール、天然ガス、圧縮

天然ガス、液化石油ガス、水素、バイオディーゼルを 低 20%含有するバイオディー

ゼル混合燃料等の供給設備に適用される。税制優遇措置の適用はバイオディーゼル混

合のディーゼル燃料を扱う燃料販売業者にも拡大した。 
 

連邦政府機関に対しては、確実に入手でき、適正価格で供給されることを前提に、

FFV 車（ガソリンあるいは代替燃料で走行可能な自動車）に代替燃料を実際に使用す

るよう求めている。現在、多くの政府機関で FFV 車を購入しているが、ガソリン、あ

るいはディーゼル燃料だけで走行しているためである。 
以上 

翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 
 

（参考資料） 
http://www.eere.energy.gov/news/（DOE/EERE） 
http://www.awea.org/news/energy_bill_extends_wind_power_072905.html（AWEA） 
http://www.hydro.org/pdf/Fact_Sheet_onHR6ConfReport.pdf（NHA） 
http://www.seia.org/getpdf.php?iid=21（SEIA） 
http://www.ethanolrfa.org/pr050808.html（RFA） 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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【再生可能エネルギー特集】  

欧州エネルギー研究：燃料電池分野の SWOT 分析 

 

 気候変動、化石燃料資源の枯渇、人口増などに伴い、よりクリーンで効率の良いエネル

ギーの生産・利用技術の研究がますます重要になっている。欧州のエネルギー研究開発に

とって、低コストで利用可能なエネルギーサービスの実現、石油やガスへの依存度の軽減、

気候変動の抑制、競争力のある持続的なエネルギー技術の開発が不可欠となっている。先

進工業国は皆同様の問題に取り組んでおり、新たなエネルギー技術開発を競っている。 
 そこで欧州委員会（European Commission）は、主要な技術分野における欧州の強み、

弱みを主な競合国（日本と米国）と比較分析し、『Studies on priority energy technologies
（comparison of strengths, weaknesses, achievements/opportunities, performance and 
threats）－ SWOT』と題するレポートとしてまとめた。 
 本レポートでは、燃料電池、水素技術、太陽電池、バイオマスなどの技術分野について、

日本及び米国と対比して SWOT（Strengths：強み、Weaknesses：弱み、Opportunities：
機会、Threats：脅威）分析がなされている。以下、燃料電池分野の SWOT 分析について

紹介する。 
 
1.  欧州の燃料電池分野の強／弱点（S,W） 
 
1.1 科学・技術分野（S&T） 
 欧州では、化学、材料科学、エネルギーシステム分野の研究者の教育水準が非常に高く、

燃料電池の課題に取り組むための強力な力となっている。電解質膜として市場で一般的な

デュポン社製 Nafion®よりも性能の良い膜を開発したフランス原子力庁（CEA）の研究は、

研究者の能力の高さを示す一例である。ドイツでは、ユーリッヒ研究センターが、Ballard 
Power Systems 社（注：カナダ 大の燃料電池会社）と同程度のドイツでの燃料電池の特

許を有し、ドイツ特許に関しては第 3 位の組織となっている［Ref.55］。 
 
 欧州は、多数の出版物を発行することで、燃料電池分野の科学・技術活動へ多大な貢献

をしてきた。2000 年には、OECD 諸国が出版した全出版物の 40%を欧州が占め、日本や

米国はそれぞれ 20%前後を占めるに過ぎない[Ref.53](注 1)。OECD の 近の研究では、欧州

は 1990 年から 2000 年の間で、直接メタール型燃料電池（DMFC）と熔融炭酸塩型燃料電

池（MCFC）に科学的に専門化するに至っている(注 2)。米国は DMFC と固体高分子型燃料

電池（PEMFC）、日本は熔融炭酸塩型燃料電池（MCFC）、リン酸型燃料電池（PAFC）、

                                               
(注 1) しかし、特許に関しては、米国と日本が欧州よりも数が多い[55]。 
(注 2) 分析は出版物と三極特許に基づいて行われた。 
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固体電解質型燃料電池（SOFC）においてそれぞれ専門化している。しかし、近年の第 5
次フレームワークプログラム（FP5）と第 6 次フレームワークプログラム（FP6）では、

PEMFC と SOFC［Ref.43］に焦点が移行している。出版物という点では、ドイツでは

PEMFC、英国、デンマーク、スイス、ノルウェーでは SOFC の分野で 2000 年以前から既

に活発化していた［Ref.53］。  
 
 2003 年には、欧州は燃料電池研究、特に実証研究への公共支出で、競争相手である日本

や米国に後れを取っていた。燃料電池ヨーロッパ（Fuel Cell Europe）によると、日本と米

国でそれぞれ毎年 2 億 4 千万～2 億 8 千万ユーロが支出されているのに対して、欧州では

欧州連合（EU）と各国の資金拠出を含めてもヨーロッパの公共支出は年間 6 千万ユーロに

過ぎなかった［Ref.56］。 
 

 しかし、2003 年 11 月に、欧州委員会（EC）は諸水素プロジェクトを包括する『成長の

ための欧州イニシアチブ（European Initiative for Growth）』 を始動した。水素に関する

研究・生産・利用に関する2つの10年間のプロジェクト(注3)（2005～2015年）である［Ref.10、
57］： 
・ Hypogen：CO2隔離を行い、化石燃料から水素と電気を生産する大規模試験設備（概算

予算は 13 億ユーロ）。 
・ Hycom：EU 内の限定された《水素コミュニティ》の確立。熱・電気のエネルギー供給

源あるいは自動車の燃料として水素を使用する（概算予算 15 億ユーロ）。同プロジェク

トは、欧州の燃料電池実証能力に重要な貢献を果たすだろう。 
 

EC プログラムに加えて、ドイツ、英国、イタリア、フランス、オランダ、スカンジナビ

ア諸国、スペイン等の加盟国も燃料電池開発に積極的である［Ref.53、55、68、59］。 
 
国・地域レベルでは、ドイツが も積極的な国の一つであり、燃料電池の研究とシステ

ム導入が支援されている（欧州の定置用燃料電池の 4 分の 3 がドイツで設置された）

［Ref.44］。1990～2003 年に、ドイツ政府は分散型発電応用技術（MCFC／SOFC）に 1
億 2 千万ユーロを分配し、MTU 社の実証プロジェクトを大きく支援した。その上、1 億 5
百万ユーロが自動車用途に割り当てられたことで、ダイムラークライスラー社は、路上走

行用のプロトタイプ・バスを早期に立ち上げることができ、利益を得ている。 
 
フランスでは、2002 年会計年度における公共支出の総額 4 千万ユーロが水素及び燃料電

池研究に使われた（約 450 万ユーロが FP5 からの助成金であった）。フランスは、自国内

                                               
(注 3) 各フェーズは、2005-2007 年(5 億ユーロ)、2007-2012 年(15 億ユーロ)、2013-2015 年(8 億ユーロ)
となっている。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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における科学・産業活動の展開を可能にした PACo ネットワークを構築することで、自ら

の立場を強化した。このネットワークを通じて、Axane、Heloin の 2 社が燃料電池市場へ

の参入に成功し、新規事業（CETH、N-GHY 各社）が燃料電池システム用小型燃料プロセ

ッサ開発で新たに専門化した。 
 
EU、あるいは各国政府によって資金が拠出された欧州実証プロジェクトのいくつかは、

すき間市場（niche market）に焦点を合わせてきた。 
・ MTU CFC 社は、蒸気が必要となる病院（Rhön Klinikum AG）やタイヤ製造（Michelin 

Karlsruhe）に MCFC を導入した（ドイツ政府が資金の 50%を拠出）［Ref.31］。 
・ Norsk Hydro 社は、水素システムを遠隔地（ノルウェーの小さな島ウトシラ島）に供

給する実証研究を行っている。同島に住む 10 世帯は、今後本土からの電力に頼らずに

済むだろう［Ref.30］。EU 地域だけでも、島々に住む約 2 千万の人々にとって、今後、

独立したエネルギー供給が保証されることになるだろう。 
・ フランス電力庁（EDF）／Idatech 社は、太陽光発電（PV）技術を遠隔地用ハイブリ

ッド発電システムに統合するために、燃料電池システムを使用する。 
・ RWE 社／Nuvera 社は、主・副の家庭用非常用電源を供給する 5kW の PEMFC シス

テムを開発中である。 
・ CUTE（Clear Urban Transport for Europe：欧州のためのクリーンな都市交通）プロ

ジェクトは合計 1,800 万ユーロの予算で 2003 年に始まった、10 ヵ所以上の燃料補給所

と 33 台の燃料電池バスを使った実証プログラムである［Ref.1、12］。 
 
過去のプログラムのフレームワークでは、燃料電池・水素技術の開発で重要な役目を果

たすことが可能な欧州の技術と潜在能力は存在するものの、研究・開発プログラムが国内

や各国間で分断されていることが際立った［Ref.2］。 
 
研究技術開発の取り組みにおいて一貫性がないことを補うために、FP6では（およびFP7

でも）新しい手段が導入された［Ref.12］。 
・ 研究所間の協力による欧州ネットワーク・オブ・エクセレンス 
・ 欧州水素・燃料電池技術プラットフォーム（FP6 HyCell-TPS） 
・ 欧州水素エネルギーロードマップ（FP6  HyWays） 
・ 欧州におけるSOFC開発に関与するあらゆるタイプの利害関係者（ステークホルダー）

の実質的な繋がりを形成するためのSOFCNET（47機関メンバーが参加） 
・ 国または地域プログラムのネットワーク化（ERA-NET、FP6） 
 
『欧州水素・燃料電池技術プラットフォーム（HFP）』は、欧州の主要なステークホル

ダーのバランスのとれた、活動的な参加を確保するものである。HFPで活動する組織は、

産業界（中小企業から多国籍企業まで）、科学コミュニティ、政府機関、ユーザー、市民
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団体等である。水素・燃料電池分野に取り組む全ステークホルダーはHFPの研究に積極的

に参加するように呼びかけられている。 
 
1.2 市場と業界（M&I） 
 欧州水素・燃料電池技術プラットフォームは、2020年までの目標となる展開状況に関し

ての指標を発表している。表1はその概要である［Ref.48］。 
 
 Frost & Sullivan社の予測は表1の数値と合致している。同社は、定置用燃料電池部門の1
年間の欧州市場規模は2011年までに2千MW、36億ユーロ相当になると予測している。同社

はまた、 も将来性のある成長部門として家庭用CHP（熱電併給）装置（マイクロCHP）
を挙げている［Ref.63］。 
 

表1 2020年までの展開状況指標 

 小型発電機と 
初期の市場 

定置用燃料電池 
熱電併給（CHP） 道路輸送 

2020 年の EU 水素／

燃料電池ユニット 
年間販売数予測 

～100,000／年 
（～1GW） 

100,000～200,000／年 
（2～4GW） 40 万～180 万／年 

2020 年までの 
EU 累積販売予測 

～600,000 
（～6GW） 

400,000～800,000 
（8～16GW）  

2020 年の 
EU 市場状況予測 市場確立 市場成長 大規模市場展開 

燃料電池システムの 
平均電力 10kW 3kW（マイクロ CHP） 

350kW（工業用 CHP）   

燃料電池システムの 
コストターゲット 500 ユーロ／kW 

2,000 ユーロ／kW 
（マイクロ CHP） 

1,000～1,500 ユーロ／

kW 
（工業用 CHP） 

100 ユーロ／kW 未満 
（150,000 ユニット／

年） 

 
 定置用燃料電池システムに関しては、2020年までに普及率が高まると予想される2つの主

要用途が特定された［Ref.48、66］。 
・ 住宅用・小規模事業用としては、燃料電池に基づくCHP（1～5kW）が有望な市場。 
・ 工業用・商業用としては、CHP（200～500kW）が有望。 
 
シーメンス社は、欧州の燃料電池産業において主要な役割を果たしており、ドイツで許

可された特許数で1位となっている［Ref.55］。SOFC事業を世界的に展開する米子会社

Siemens Westinghouse社を介し、シーメンス社はSOFC技術でのリーダーとして

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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PEMFC開発でも意欲的に活動している。3隻の燃料電池潜水艦の進水に世界でも初めて

成功し、船舶用の燃料電池システムを開発するためにHowaldtswerke-Deutshce Werft
（HDW）社と提携している。 

 
ダイムラークライスラー社は、メルセデス・ベンツ事業を通して、燃料電池開発におけ

る輸送分野での立役者となった。多くの自動車メーカーの中で、メルセデス・ベンツは燃

料電池自動車開発の先駆けであり、1994年には、燃料電池技術だけで機能する世界初の

自動車をドイツのウルムにある同社研究センターで発表した。メルセデス・ベンツは、

近、この分野での取り組みの意思を固め、特に、世界的な実証プログラム（米国、欧州、

アイスランド、オーストラリアだけでなく、日本、シンガポール、中国などのアジア諸国

も）に参加することにしている。2004年末には、既に100台のメルセデス・ベンツ車が燃

料電池で走行し、 も厳しい天候状況でも走行している。メルセデス・ベンツ60 FCクラ

スAのテストを世界規模で行うプロジェクトには数名の顧客が参加し、1年で1万6千kmを

走行することになっている。このプロジェクトは2007年まで続く。更に、2008年中国で

行われるオリンピックの為に燃料電池バス100台の導入が計画されているが、ダイムラー

クライスラー社とBallard社は、既に3台を販売している。 
 
大規模なCUTEプロジェクトで、欧州のほとんどのバスメーカー（Evobus社、Irisbus

社、Man社、Neoplan社、Van Hool社 、Volvo Bus社）は、燃料電池プロトタイプ・バ

スの走行テストを開始している。一方、メルセデス・ベンツ以外の自動車メーカーは燃料

電池自動車に取り組む姿勢を見せることに躊躇しているようである［Ref.25］。しかし、

ハイブリッド車部門のミシュラン社等がこの分野に参入してくることで、燃料電池による

電気駆動装置の開発が後押しされている［Ref.29］。燃料電池を補助動力装置（APU）

として使用するハイブリッド燃料電池／バッテリー自動車の開発を目指しているプジョ

ー社のような自動車メーカーもある［Ref.28］。現在までのところ、自社独自の燃料電池

スタックシステムを持っている欧州の自動車メーカーはない。 
 
欧州のPEMFC製造業者は、自動車市場に参入する良い位置に着いてはいない。ダイム

ラークライスラー社は、フォード社（現在ボルボ社とジャガー社を傘下に治めている）と

共に、Ballard社と確定供給契約を締結することにした。Ballard社は、既に、ルノー社、

フォルクスワーゲン社、ボルボ社、三菱自動車、日産自動車、ホンダ等に個別スタックを

供給している［Ref.55］。ゼネラル・モーターズは、自社製スタックをトヨタ自動車との

協力で開発した。ルノー社は現在、日産自動車と共同で、自社内に燃料電池資源を所有し

ている。シーメンス社とDe Nora社は、この市場で事業を展開するためには、達成すべき

ことがまだ多く残っている。また、Ballard社は欧州において、積極的に特許を取得し、

燃料電池研究の特許数ではドイツ第2位となっている［Ref.55］。 
 
独自の定置用燃料電池システムを開発した欧州の企業は数社ある。 近、住居用燃料電
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池の 大規模となる実証プロジェクトを始動したSulzer Hexis社と同様に、FP5からの強

力な支援で恩恵を受けたロールス・ロイス社もSOFC開発の重要な企業になるだろう

［Ref.44、61］。Ansoldo社もMCFCシステム開発における主要なステークホルダーであ

る。しかし、欧州実証プログラムで導入されたシステムのほとんどはカナダ・アメリカ製

品を使用している［Ref.48］。欧州の企業には、実際に北米企業との戦略的提携を結んで

いるものもある。MTU社とFuel Cell Energy社（両社の共通製品である『HotModule』 
Ottobrunn、は、21,000時間以上の運転時間を記録し、高温燃料電池の世界記録を樹立）

が戦略的提携の例である［Ref.31］。両社はMTU CFC社として新しい合弁事業を立ち上

げ、RWE社の顧客ベースと市場能力を活用して、MTU社の燃料電池製品の市場展開を試

みている。2003年7月から、RWE Fuel Cells社（エッセン州）はMTU CFC Solutions社
の25.1%の株を保有している。 

 
近、Alstom社はBallard社と欧州でのPEMFC定置型装置開発の合意に達した。製造

拠点はドイツのドレスデンである。Vaillant社とPlugPower社は、「仮想発電所プロジェ

クト（Virtual Power plant project）」（ドイツ、オランダ、スペイン、ポルトガルの分

散型住居用燃料電池システム31基の連結を目指すプロジェクト）のために導入された

PEMFCユニットを共同開発した［Ref.62］。 
 
欧州のもう一つの強みは、フランス電力庁やドイツ 大手電力会社RWE社等の公益事

業者が燃料電池開発に関与していることである［Ref.11］。しかし、現在の実証プログラ

ムのシステム統合者や配給業者は、欧州の企業であることが多いものの、相手先商標製品

製造会社（OEM）のほとんどはカナダや米国の企業で占められている［Ref.63］。 
 

1.3 政策と対策（P&M） 
 欧州委員会（EC）の「クイック・スタート・プログラム」に加えて、加盟各国では燃

料電池の商業化を促進することを目的としたプロジェクトを始動した。 
 
 フランスでは、燃料電池分野の公的機関と産業分野での研究提携を促進するために、

PACoネットワークが1999年6月に創設された。このネットワークは選ばれた研究開発プ

ロジェクトに資金を提供する。60チーム以上がこのネットワークに参加している。PACo
ネットワークへの公的資金は年間約1千万ユーロである。2003年12月には、52件のプロジ

ェクトが選定され資金を受けている（公的資金の割合は45%近くである）。資金の16%は

仏国立科学研究センター（CNRS）と大学に、22%は仏原子力庁（CEA）、25%が中小企

業、そして32%が大企業に分配され、その他は5%となっている。 
 
 自動車のCO2排出に関して、自動車メーカーによって設定された現在の目標（2008年に

140g/km）は、燃料電池自動車を導入するためのインセンティブとしては十分でないと考

えられている。というのも、ICEハイブリッド車のような低排出車が既に、目標を達成し

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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ているためである。しかし、ノルウェーは、現在、水素燃料電池自動車への税制優遇措置

導入を行っているところであり、自動車税（登録料と年間租税を含む）と付加価値税（VAT）
から水素自動車を免税する法案を通過させようとしている。ベローナ環境財団（Bellona 
Environmental Foundation）の試算によると、Opal Zaire Hygen3クラスの燃料電池自

動車はおよそ10,500ユーロの免税となり、より大型のトヨタFCHV-4ならば23,000ユーロ

の免税となる［Ref.54］。 
 
 ドイツでは、コ・ジェネレーション（CHP）法によって住居用CHP設備開発が促進さ

れている。ドイツ連邦政府は2002年に『CHP法』を制定し、 大2MWまでのCHP発電設

備による電力生産に対して、44億ユーロの助成金を2010年まで支給することにした。こ

の法では、2005年末までに建設された設備であれば 高50kWまでの定置用燃料電池発電

設備を対象に1kWh当たり0.051ユーロを政府が助成することも定めている。 

 
2. 欧州にとっての機会と脅威（O, T） 
 
2.1 科学・技術（S&T） 
 欧州には科学技術の非常に高い潜在能力があり、実証プログラムを通じて欧州が既に積

極的な活動を行っているすき間市場がいくつかある。このすき間市場が更なる燃料電池開

発にとって必要不可欠なものである。しかし、定置用アプリケーションに対する資金支援

の大部分はドイツ政府が行っている。この分野での技術を飛躍的に進歩させるためには、

一貫性があり、成果を蓄積していくような取り組みを国や EU が実施する必要がある。 
 
 また、欧州フレームワークプログラムの構造は、研究・技術開発のニーズ変化にうまく

対応できていない。FP7 のために、科学チームは 2006 年～2010 年の自らの必要性と優

先性を明らかにする必要がある。 
 
 米国の取り組みは更に活発になり、より明確な目標が設定され、研究者にとっては益々

魅力的になっている。Siemens Westinghouse 社がこの動向の良い例である。欧州の企業

シーメンス社が米国のウエスチングハウス社を買収したが、シーメンス社の SOFC に関

する科学的知識は Siemens Westinghouse 社の技術開発拠点である米国に全て移送され

ている。 
 
2.2 市場と産業（M&I） 
 定置用アプリケーションは早期に市場に出る可能性があり（マイクロ CHP と工業用

CHP）、いくつかの製品はすき間市場で売り出される可能性がある。欧州は、既に、工業

用・大規模商業用 CHP に関してはリードしていると考えられている［Ref.48］。欧州の

地域的な状況（需要と規制）は、CHP ユニットの開発にとって有利であると認識されて
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いる。欧州の企業は SOFC と MCFC の開発に積極的である。 
 
 しかし、米国の SECA プログラムはより明確な短期目標を持ち、厳密な仲間同士の管

理を行うため、コスト削減と燃料電池システムの信頼性に必要な飛躍的進歩を効果的に達

成することが可能である。現在、MCFC 製造でリードする FuelCell Energy 社は SECA
プログラムの枠組みで、1993～2002 年の間に米エネルギー省（DOE）から 1 億 3,400 万

ドル（1 億 1 千万ユーロ）のグラントを MCFC 技術開発のために得ていることは特筆す

べきである。その上、日本と米国の企業は大規模定置用システムのオペレーションでも欧

州より進んでいる。現在使用されているオペレーティング・システムの多くは北米（主に

米国）と日本で構築されたものである［Ref.47］。 
 
 産業に関して言えば、欧州は PEMFC（この分野は米国とカナダが明らかにリードして

いる）製造で主導的な立場にはないものの、バランス・オブ・システム（BOS）開発にお

いては重要な役割を担っている。これは、欧州の大規模施設（Edf、GDF、RWE、Norsk、
Hydro 等）への関与を活用し、統合システム（MTU 社の『hot module』 等）における

高度な技術的知識を構築するよい機会である。特に低温燃料電池システムでは、OEM（相

手先ブランドによる生産）の大半はカナダや米国の大企業である。MTU 社が FuelCell 
Energy 社と戦略的提携を結んだように、北米の企業と戦略的提携を結ぶことによって、

欧州は燃料電池分野と水素経済で強力な役割を担う存在になることができるだろう。 
 
 欧州企業の多くが北米企業と提携する一方で、日本の企業は北米企業と合弁事業を立ち

上げる傾向がある。2001 年、UTC Fuel Cells 社は東芝と合弁し、UTC 社の定置用燃料

電池技術を日本で開発・商業化するための Toshiba International Fuel Cells（TIFC）社

を立ち上げた。 近では、Acumentrics 社が開発した円筒型 SOFC 発電システムを日本

の市場に出すために、同社と住友商事が合弁した。FuelCell Energy 社がカナダのトリン

トンの製造施設で製造した部品をアジアでモジュールに組み立てることを目的に、丸紅株

式会社と FuelCell Energy 社が合弁事業を行う予定である。Ballard Generation Systems
（BGS）社と荏原製作所は共同で荏原バラード社を設立し、世界をリードする流体機械と

環境エンジニアリング・システムの製造・販売業者となっている。 
 
 燃料電池自動車は重大な課題に直面し、商業化には長期間必要であると予測されている。

欧州の自動車メーカー（メルセデス・ベンツ／ダイムラークライスラー社以外）は日本の

自動車メーカーほど商業化が進んでいない。日本のメーカーは日本の市場だけでなく、米

国市場にも対応した燃料電池自動車の商業化前段階のモデルを既に完成している。 
 
 中国はコストを削減できる巨大な市場となると予測され、米政府も日本も既に、中国と

の関係を構築中である。欧州は中国市場への参入を図って、主要な企業を奨励することが

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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できるだろう。 
 
2.3 政策と対策（P&M） 
 日本と米国は、エネルギー規約・規格において積極的に活動し、欧州をリードしている。

欧州水素・燃料電池技術プラットフォームが発表した『Steering Panel 展開戦略レポー

ト』 で述べられているように、水素・燃料電池規制の規約・規格の展望は欧州では非常

に複雑で、多数の関係当局とステークホルダーが関与する。現在の国別の規制には、燃料

電池 CHP 発電所の設置・運用の深刻な障壁になるものもある。商業的に競争力のある規

制・規約・規格（RCS）の実施を加速するアクション・プランを整備することを目的に、

RCS のイニシアチブ・グループの創設が提案されてきた。このようなイニシアチブは欧

州が米国や日本に追いつくために必要不可欠である。 
 
 北米は、革新的なアイデアを研究所から市場に移行するための優れた手段を持っている。

『The evolution of the PEM stationary Fuel Cell in the US Innovation system』という

研究［Ref.40］では、燃料電池を取り巻く技術的課題に関して、小規模の企業に与えられ

る支援が革新を促す重要な要因であることを明確に示している。22 名の従業員で 1997
年設立された PlugPower 社の成功が良い例である。同社は一酸化炭素汚染の問題に取り

組み、高温で動作するスタックを開発し、デュポン社製 Nafion®よりも性能の良い電解質

膜を作るために 3 年間で 970 万ドル（790 万ユーロ）が供与された。 
以上 

翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 
（出典： 
レポート：http://europa.eu.int/comm/research/energy/pdf/swot_en.pdf 
Energy Research のインデックスページ：

http://europa.eu.int/comm/research/energy/nn/nn_pu/article_1078_en.htm） 
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【再生可能エネルギー特集】  

欧州および米国における潮力・波力発電に関する研究開発 

 

 代替エネルギー源の探求は多種多様な自然エネルギー源と革新的技術を必要

とする。世界中の海洋・海域で行う発電技術は長年に渡り議論され、研究され

ている分野である。しかし、海洋エネルギーを利用した発電が技術の進歩によ

り実現可能になりつつあると思われるようになったのは、ここ数年のことであ

る（注 1）。  
 
潮力発電  

潮力発電とは海域あるいは海洋の潮流（海流を含む）エネルギーを利用して、

電力に変換することであり、水力発電ダムのコンセプトと似たものである。し

かし、潮力の場合は更に大きなダム―バラージ（堰）―が河口を横断するよう

に設置される。潮が出入りする時に、水がバラージのトンネルを通って流れ込

み、タービンを廻す、あるいはパイプの空気を押し出してタービンを廻して発

電する。その他の潮力活用方法として、沖合に設置されたタービン（水中ウィ

ンド・ファーム）や、垂直軸タービンを使用することもある。海流エネルギー 

の概念、技術の現況、将来的な構想は、  
www.worldenergy.org/wec-geis/publications/reports/ser/marine/marine.asp で、 
潮力エネルギー概念、技術の現況、経済・環境問題、国別の活動状況は、

www.worldenergy.org/wec-geis/publications/reports/ser/tide/tide.asp で説明

されている。また、ストラスクライド大学 ESRU（Energy Systems research 
Unit）のウェブサイトには、同分野に関する優れた総説が掲載されている。同

サイトには現在開発中の様々な潮流エネルギー吸収装置についてまとめてある

ページもあり、関連サイトへのリンクも掲載されている（注 2）。同ページにまと

められている技術は次の通りである。  
 
・ SeaGen（Marine Current Turbines 社：www.marineturbines.com）  
・ Stingray と AWCG（Engineering Business 社：www.engb.com）  
・ Sea Snail（ロバート・ゴードン大学と AREG（Aberdeen Renewable 

Energy Group）の www.rgu.ac.uk/cree/general/page.cfm?pge=10645）  
・ Tidal Fence（Blue Energy 社：www.bluenergy.com）  
・ Polo（エディンバラ大学：www.mech.ed.ac.uk/research）  

                                               
（注 1）海洋エネルギーについての総説は www.eere.energy.gov/consumerinfo/factsheets/nb1.html を参照。 
（注 2） www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/03-04/marine/index2.htm を参照。 
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・ Rochester／Gentec Venturi（Rvco 社）  
・ Underwater kite（Abacus Controls 社）  
・ Exim（Seapower、Delta、Stormturbiner 各社：www.seapower.se）  
・ Gorlov Turbine（GCK Technology 社：www.gcktechnology.com）  

 
更に、同ページには 2 つの新しいコンセプトとして Lunar Energy、Rotek 両社

の Lunar System、Hydrovision 社の TidEl generator（www.smdhydrovision.com） 
についての解説もある。  

 
一般的に、潮力発電の利点として、システムを一度構築すれば潮力は無尽蔵

の資源であり、温室効果ガス等の廃棄物は排出されず、燃料が不必要、確実に

電力が生産でき、潮流は予測可能、沖合タービンや垂直軸タービンは環境への

影響が 小限となる点等が列挙できる。しかし、河口を堰き止めるバラージの

建設には費用がかかり、上流下流数マイルに及ぶ広域に環境的な影響を与える

可能性がある。また、どのような潮力技術が使用されても、電力供給が可能と

なる時間は 1 日の内で潮位が変化する 10 時間程度に限られる。  
 

波力発電  
波力発電は、海域あるいは海洋上の風の効果から得るエネルギーを活用する

ものである。多種多様な波力活用方法が研究されているが、振動水柱発生装置

が も効果的な方法の一つである。この装置は、スイミング・プールの人工波

発生装置と同じ原理で機能するが、作用は逆である。人工波発生装置はプール

側面の空気室に空気を給排することで波を発生する。一方、波力発電装置は、

波によって水室内の水位が上下することで、水室上部の穴から空気が出入りす

る。この空気の給排気流が穴の内側に取り付けたタービンを回転し、発電機を

動かす仕組みである。その他に、浮遊式装置等の沖合／海上に設置された波力

発電装置や、波動・集波装置等の沿岸発電装置も研究されている（注 3）。1970 年

代にスコットランドのエディンバラ大学が開発した波の上下運動で発電する浮

遊式物体運動型装置 Salter Duck はその一例である。  
 
総じて、システムを一度構築してしまえば波力は費用がかからず、温室効果

ガス等の廃棄物が排出されないことが波力発電の利点である。燃料も必要なく、

運用維持の費用が低く、多量のエネルギーを生産できる。しかし、波力発電は

波への依存度が高く、波の状態によってエネルギーの生産量が大きく変動する。

更に、高い波が十分にある適切な立地を決める必要がある。設計的に騒音が激

                                               
（注 3） www.eere.energy.gov/RE/ocean_wave.html を参照。 
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しい場合もあるし、荒天候にも耐えられるシステムも必要である。研究開発ロ

ードマップと 新技術情報、商業化問題、国別の活動状況等の波力発電技術に

関しては POEMS 社、WEC 等のサイトがよくまとめてある（注 4）。  
 

潮力・波力発電技術の 新動向  
欧州、特に英国では、潮力・波力発電技術開発にかなり力を入れている（注 5）。

近年、英国政府は再生可能エネルギー推進の一環として、潮力・波力技術の更

なる発展・実施を目指した財政支援計画を発表した。以下がその例である：  
 

・2004 年 8 月、英国政府は 5 千万ポンド（約 9 千万ドル）の海洋研究展開基

金（Marine Research Deployment Fund：MRDF）を設立すると発表した。

2004 年 9 月には、エディンバラ大学（スコットランド）、ロバート・ゴードン

大学（スコットランド、アバディーン；Sea Snail を開発）、ヨーロッパ海洋

エネルギーセンター（オークニー州）および、新・再生可能エネルギーセンタ

ー（ノーサンバーランド州）が英国海洋再生可能エネルギーセンターを創設し

た。2005 年 1 月には、英国政府マイク・オブライアン  エネルギー相が 4,200
万ポンド（約 7,600 万ドル）の新しい支援スキーム（Wave and Tidal Stream 
Energy Demonstration Scheme）を発表。同スキームは、今後 3 年以内に配

電網への接続を目指した実証ファームを英国国内に建設するために、英国の波

力・潮力産業を支援するものである（ 注 6）。英国政府は、2025 年までに 大 5
千 MW を発電できるようになると概算している。英国通商産業省（DTI）は過

去 5 年間で約 1,500 万ポンド（約 2,700 万ドル）を波力・潮力エネルギー技術

研究・開発に投じている。波力・潮力エネルギー技術各種のワークショップと

実証結果は、DTI のアーカイブで参照できる（ 注 7）。  
 
・2005 年 5 月、ロバート・ゴードン大学は、Sea Snail をオークニー州バラ・サウン

ドに設置することに成功したと発表した。Sea Snail はダウンフォース（注：車体の形

状やウィングなどによって発生する下向きの力で、高速走行中の車体を路面に押し付

け安定させる力）を発生するリバーシブルな水中翼を使用して、従来の方法では固定

                                               
（注 4） www.poemsinc.org/FAQwave.html、

www.machinedesign.com/ASP/strArticleID/57260/strSite/MDSite/viewSelectedArticle.asp、
www.worldenergy.org/wec-geis/publications/reports/ser/wave/wave.asp を参照。 

（注 5） 一例として、www.energybulletin.net/3881.html を参照。 
（注 6） 詳細は、 

www.gnn.gov.uk/environment/detail.asp?ReleaseID=143807&NewsAreaID=2&NavigatedFrom
Department=False を参照。 

（注 7） DTI アーカイブへは www.dti.gov.uk/renewables/renew_6.1i.htm からアクセスできる。 
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が困難な場所の強い潮流の中にエネルギー吸収装置を導入するために開発された（注 8）。 
 

・英国デボン沖合の潮力エネルギー・プロジェクトは、2 千万ポンド（3,600 万

ドル）の潮流タービン・ファームの建設で更に拡大する。2003 年 6 月、同プロ

ジェクトは第一号タービン（Seaflow）（注 9）をノース・デボンのリンマス沖に設

置した。Seaflow は 200 世帯に十分供給できる 300kW の発電容量を有すると報

告された。このタービンは 2 年間以上も稼動し続けて、この規模の海洋再生可

能エネルギー技術としては、海洋環境で実際に機能した期間が 長の世界記録

となった、と Marine Current Turbines 社は述べている。同プロジェクトは更

に拡大し、2008 年までに 10 基のタービンを追加する。これは数千世帯の電力

を賄える規模である。さらに、2005 年 3 月、Marine Current Turbines 社は 8
百万ポンド（1,450 万ドル）の『SeaGen』潮力エネルギー・タービン（海流か

ら 1MW の電力を発電可能な新型装置）プロジェクトに対して、DTI から約 385
万ポンド（7 百万ドル）の資金支援を受けている。SeaGen は Seaflow タービン

よりもおよそ 3 倍強力であると、同社は報告している（注 10）。  
 

・2005 年 5 月、スコットランド・エディンバラの Ocean Power Delivery 社

（www.oceanpd.com）は、世界初の商業用波力発電ファームを建設する 1 千

万ドルの契約を締結したと発表した。このファームは、2004 年にヨーロッパ

海洋エネルギーセンター（オークニー州ストロムネス）で試験された Pelamis
技術に基づいている。第一段階として、ポルトガルのポボア・デ・バリム近郊

沿岸から沖に 5km 地点に 3 基の Pelamis P-750 が設置される。同プロジェク

トは 2.25MW の設備容量を有し、ポルトガルの 1,500 世帯以上の平均電力需

要を満たすと予測されている。第一段階で十分な性能を確認できれば、更に

Pelamis 機 30 基（計 20MW）が発注されることになっている。Pelamis 装置

は、蝶番のある接合部で連結した半潜水型円筒形部が連なった形をしている。

波によって動く円筒形部が水圧ラムに力を加えることで、水圧モーターが発電

機を駆動し発電する。全接合部で発電される電力は 1 本のアンビリカル・ケー

ブルを通じて、海底接地部に送られる。数基の装置を 1 本の海底ケーブルで相

互接続し、沿岸部に繋ぐことができる。  
 

・インペリアルカレッジ・ロンドン校のスピンアウトである Hydroventuri 社

                                               
（注 8） www.rgu.ac.uk/rgunews/headlines/page.cfm?pge=24911 を参照。  
（注 9）Seaflow プロジェクトについては、http://events.sut.org.uk/past_events/031125/seaflow.pdf を参照。 
（注 10）詳細は、

www.marineturbines.com/mct_text_files/Grant%20Award%20Press%20Release%202%20Mar%2
005%20%20v2.pdf を参照。 
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（イングランド、ロンドン）は潮力発電技術を開発するために、250 万ポンド

（450 万ドル）の資金を調達した。同社製装置の設計上の重要なポイントは水

中の可動部分をなくすことである。これにより、腐食作用、付着物、メンテナ

ンスの問題を軽減できるため、競合する潮力発電装置よりも格段に安く稼動で

きると同社は考えている（ 注 11）。  
 

・Hi-Spec Research and Developments 社（イングランド、フォイ）は、  沖
合潮力発電装置の開発を助成する DTI グラントを申請した。同装置はタービ

ンが何列にも配置された構成となっており、200MW の電力を発電することが

できる（ 注 12）。  
 

・米国もまた、潮力・波力発電技術の開発・導入に積極的である。例えば、2004
年、電力技術革新研究所（E2I、カリフォルニア州パロアルト）と電力研究所

（EPRI、カリフォルニア州パロアルト）は、沿岸波力エネルギーを電力に変

換する実証プラント建設の予定地として、オレゴン州、ワシントン州、ハワイ

州、メイン州の候補地を特定した。さらに、E2I、EPRI 両機関は米国エネル

ギー省の再生可能エネルギー研究所（NREL、コロラド州）と共に、2010 年

の米国沿岸における波力エネルギーの経済的実現可能性を判定するために、シ

ステムレベルでの概念設計を作成している（ 注 13）。EPRI は波力エネルギー実

証試験設備用地として、オレゴン州リーズポート沖の立地が全米の中でも 適

であると結論付けた。EPRI は「この場所は、優良な波動活動、適した海底地

形、そして試験センター創設を円滑に行うための条件である既設海上交通手段

と陸上送電線を兼ね備えている。」と評している（ 注 14）。さらに、 1 万～2 万

MW の累積発電量に到達する波力技術の開発に対して投資が行われるならば、

米国領海内での波力発電は経済的に実現可能である、と報告されている。  
 
・2005 年 5 月、Verdant Power LLC 社（バージニア州、アーリントン）は、

1,500 万ドルの潮力発電技術をニューヨーク州で検証する許可を米連邦エネル

ギー規制委員会から得ている。このプロジェクトは、ルーズベルト島近くのイ

ースト川に水中タービンを 496 基設置することを目的として、3 段階で実施さ

れる。現在は第 2 段階にあり、水中タービン 6 基を試験稼動して、性能と環境

への潜在的影響を調べている。同社は 2007 年までにプロジェクトを完了する

                                               
（注 11）同社の技術については、www.hydroventuri.com/gpage.html を参照。 
（注 12）www.renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=23303 を参照。 
（注 13）この分野の EPRI レポートは、

www.epri.com/targetWhitePaperContent.asp?program=267825&value=04T084.0&objid=297213 。 
（注 14）http://oregonstate.edu/dept/ncs/newsarch/2005/Feb05/waveenergy.htm を参照。 
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予定で、496 基のタービンが稼動すれば、計 10.4MW の発電量が見込まれる（ 注

15）。  
 

以上 
編集：NEDO 情報･システム部 

（出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program）   

                                               
（注 15）  www.verdantpower.com/tech/lowimpact.html、

http://renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=25114 を参照。 
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【再生可能エネルギー特集】  
 

米国と欧州の太陽光発電技術開発 2004 年 
 
太陽電池の効率に関する改良から、第 3 世代の有機太陽電池製造の進展に向けた新しい

製造工程や電池設計の出現まで、2004 年には多くの面白い光起電力（太陽電池）開発が

行われた。2004 年に特に注目をひいたのは確実に後半の開発である。ナノテクノロジー

に基づいた現象、材料および技術の利用を取り込んで興味を持たれており、現在開発中の

多くの有機太陽電池の基礎を形成している分野である。 
 

2004 年の有機太陽電池技術開発 

様々な技術アプローチが次世代有機光起電力デバイスの開発で進行中であり、導電性の

ポリマー、オリゴマーおよび分子を使用するすべての有機デバイスと同様に、色素増感ナ

ノ結晶太陽電池(グレッツェル電池)、ポリマー/フラーレン・ブレンド、ハイブリッドポリ

マー/ナノ結晶(量子ドット)素子などが関係している。 
(太陽電池およびプラスチック光起電力デバイスでの、ナノテクノロジー利用の入門の

ためには、www.azonano.com/details.asp?ArticleID= 932 ,  
www.azonano.com/details.asp?ArticleID= 921,  
www.azonano.com/details.asp?ArticleID= 931, 
http://web.chemistry.gatech.edu/class/8873/biblio1.pdf ならびに、 
www.personal.psu.edu/users/s/x/sxp928/ photovoltaic_device.htm を参照) 
 
まず第一に、このような太陽電池はポータブル製品応用で、従来のバッテリーに対する

重要な競争者となる可能性があり、このような技術を使用した柔軟な有機プラスチック太

陽電池の開発および商業化は、特別に興味がある。この技術はまだ開発の初期段階にある

が、太陽電池を製作する高価なシリコンの代わりに、光吸収ポリマーのような有機材料を

使用する可能性は、非常に廉価な光起電力デバイスを約束する。 
 
シリコンより高価でないことに加えて、有機材料はその製造工程が非常に廉価である。

シリコンは、複雑で高価なクリーンルーム設備での製造工程を必要とする一方、ポリマー

に基づいた太陽電池を製作するためには、メーカーは、従来のコーティングやプリント装

置が利用できる。 
 
任意の形状で有機太陽電池を設計できる可能性は、柔軟でないシリコン太陽電池技術が

押し付ける工学的設計の制約を乗り越える点でもう一つの魅力的な特徴である。柔軟な有

機太陽電池は、携帯電話バッテリーを充電したり、あるいは電話ケースの曲面に統合して

携帯電話に電力を供給するのに十分な電力を潜在的に発生できる。あるいはバッグ、衣類

また他の材料へ直接マウントされた時にも電力を提供することができる。 
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次世代太陽電池についての研究では、多くの研究は単一分子の厚みの層の有機金属の染

料色素と二酸化チタンのナノ寸法粒子の間の相互作用に依存するグレッツェル太陽電池

や色素増感太陽電池に集中しているが、主として 3 つのアプローチに拠っている。もう一

つのポピュラーなアプローチは、光を吸収した後に正電荷および負電荷キャリヤーを生成

することにより、電圧を発生する本質的に導電性の高分子材料を使用する光起電力ポリマ

ー・ダイオードに注目している。 近、ある関係企業は、導電性高分子材料が従来の電解

質の代替使用を可能とするハイブリッド電池を作るために、色素増感電池およびポリマー

光発電の要素を組み合わせることに注目している。 
 

・ ロスアラモス国立研究所(ロスアラモス、ニューメキシコ州)のリチャード・シャラー

とヴィクター・クリモフは、セレン化鉛ナノ結晶基盤太陽電池が太陽光の 60%を電気に

変換できることを理論計算が示していると報告している。より正確に言うと、これらの量

子ドットが衝撃イオン化を示すことを研究者達は発見した。それは、レーザー光子が電子

を解放するのに必要なエネルギーの 3 倍以上多いエネルギーを持つ時に起こる。この過剰

エネルギーは自由電子を打ち込ませ、さらに電子を解放させる、それにより電流に電子を

加え、性能の上昇をもたらす。したがって、衝撃イオン化は、太陽エネルギーを電流に変

換する効率を著しく改善することができる。 
(詳細は、http://quantumdot.lanl.gov/、 
http://xxx.arxiv.cornell.edu/ftp/cond-mat/papers/0404/0404368.pdf および 
www.trnmag.com/Stories/2004/051904/Solar_crystals_get_2-for-1_051904.html を参照) 
 

・ グローバル・フォトニック・エネルギー社(ユーイング、ニュージャージー州)と提携

するプリンストン大学の研究者は、斬新な”ハイブリッドプラーナ混合分子ヘテロ接合”有
機材料構造により斬新な電力変換効率レベルを達成した。この単一ならびにタンデム光起

電力電池は、これまでの効率記録の 3.6%を打ち破って、5%および 5.7%の効率をそれぞ

れ達成している。 
(詳細については、www.solarbuzz.com/News/NewsNATE27.htm を参照) 
 

・ マサチューセッツ工科大学(ケンブリッジ、マサチューセッツ州)の研究者は、米国海

軍研究所およびテネシー大学の協力により、 終的により長寿命な有機光起電力電池の開

発に導く有機太陽技術(バイオ基盤太陽電池)開発のアプローチの詳細を発表している。新

しい電池を作るために、研究チームは、ほうれん草の葉の葉緑体から個々の構造が長さ僅

か 5～6 ナノメートルの小さなタンパク質構造を分離し、片面がインジウム酸化スズで覆

われた導電性ガラス表面と、もう一方の面の有機半導体の層の間にそのタンパク質をはさ

んだ。このサンドイッチ構造上に太陽光を照らした時に、このタンパク質は電子を生成し、

サンドイッチの片方の層から他方の層に電子を通過し電流を発生させた。 
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・ トロント大学(トロント、カナダ)の研究者は、可視光太陽光発電との組み合わせで、

今日のプラスチック太陽電池と比較して、5 倍以上の太陽放射を利用できる赤外線感光材

料の開発を報告した。より正確に言うと、この材料は寸法が 2~4 nm のセレン化鉛量子ド

ットを混合した電気伝導ポリマーを含み、ガラス上に塗装できる。 
(詳細については、www.news.utoronto.ca/bin6/050110-832.asp および 
 http://light.utoronto.ca/main.html を参照) 
 

・ ジョージア工科大学(アトランタ、ジョージア州)の研究者は、有機太陽電池の開発で

結晶ペンタセン/フラーレン有機フィルムを使用した。以前に、他の研究グループがメタ

ルペンタセン電池を開発したが、非常に低い効率だけを実証していた。ペンタセンとフラ

ーレンの使用は、金属を使用するので非常に大きい電流を生成すると予想された。これま

でのところ、ジョージア工科大学の研究者は、3.4%の変換効率を実証したことを主張し

ており、5%の効率にまもなく達すると予測している。 
(詳細は、www.gatech.edu/news-room/release.php?id=497 ならびに Applied Physics 

Letters 誌 2004 年 11 月 29 日号を参照) 
 

・ ハイドロジェン・ソーラー社(ギルフォード、英国)は、2004 年 8 月に、太陽エネル

ギーの 8%以上を直接水素燃料に変換するために、ナノ結晶金属酸化膜コーティングを使

用したタンデム電池技術の性能を 2 倍に増加させたと発表した。 
(同社の技術とこの応用領域についての情報は、www.hydrogensolar.com/basics.html 

および  www.wired.com/news/print/0,1294,65936,00.html を参照) 
2004 年 11 月に、ネバダ大学ラスベガス研究財団は、タンデム電池を使用する太陽水素

生産を実証するために、多年度プロジェクトの初年度に同社に 40 万ドルを与えた。 
(タンデム電池概念は、ローザンヌ連邦工科大学およびジュネーブ大学の研究者の共同

で発明された) 
 

・ FMF(Freiburger Materialforschungszentrum; フライブルク、ドイツ)の研究者は、

ポリフェニレン・ビニレン共役ポリマーに埋め込まれたテルル化カドミウム・ナノ粒子の

合成物に依存する 初のテルル化カドミウム(CdTe)太陽電池を発表した。報告書の効率は

0.05%で非常に低かったが、CdTe の基本的な効率はより高く、このルートは柔軟な CdTe
に基づいた有機太陽電池へのアプローチにある。 

 
・ ネイチャー誌 2004 年 8 月 5 日号でオランダのトゥエンテ大学の研究者は、量子ドッ

トが放射する光のタイミングがフォトニック結晶の間隔に依存し、制御可能であることを

実証した。研究者は、この方法を使用して光の放射を遅らせることによって、より効率的

な太陽電池が生産できると提唱している。しかしながら、研究者達は、この方法が太陽電

池に使用されるには、約 5 年から 10 年先であることを指摘している。 
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・ ナノシス社とカリフォルニア大学バークレー校、バテル記念研究所および SAIC 社を

含んだ協力が、柔軟な有機太陽電池をさらに開発するために、米国国防総省高等研究計画

局(DARPA)は、5 年にわたってナノシス社に 1400 万ドルの資金をもたらす。 
DARPA は、同機関の自由裁量による追加融資と共に、初年度 220 万ドルの資金を提供

する。 
 

・ コナーカ・テクノロジーズ社は、デュポン・エレクトロニック&コミュニケーション・

テクノロジー社からハイブリッド電池技術を含む知的財産を入手したと発表した。コナー

カ社は、同社の製造工程の改善および柔軟光起電力材料のコストを下げるためにさらにオ

ークリッジ国立研究所と協力する。2004 年 2 月に、コナーカ社は、ハイブリッド光起電

力電池用新素材の開発における研究の DARPA からの 600 万ドルの契約について発表し

た。2004 年 9 月に、コナーカ社はシーメンス有機光起電力研究部門を獲得した。 
(詳細は、 
www.konarkatech.com/news_and_events/press_releases/2004/2_february/0217_darpa.php 

を参照)   
 

・ ナノソーラ社の太陽電池技術をさらに開発するために、DARPA は 2004 年にナノソ

ーラ社に$10,300 万ドルの資金を提供した。 
(同社の技術に関する詳細は、www.nanosolar.com/technology.htm を参照) 
 

・ MOLYCELL("Molecular Orientation, Low band gap and new hYbrid device 
concepts for the improvement of flexible organic solar CELLs"; 柔軟な有機太陽電池改

良のための、分子配向・低バンド・ギャップ・新ハイブリッド素子概念)プロジェクトを

共同研究するために、欧州連合が資金提供する欧州コンソーシアムが、フランス原子力庁

(CEA;パリ、フランス)の先導でコナーカ・テクノロジーズ社を含んだ、技術界、学術界、

産業界の 13 パートナーで組織された。プロジェクトは、特に、プラスチック太陽電池の

大規模生産を強調して、全有機太陽電池およびナノ結晶/有機ハイブリッド太陽電池の開

発に集中する。(詳細は、www-molycell.cea.fr/ を参照) 
 

・ 2004 年 9 月に、NASA は宇宙太陽光発電のためのナノ材料およびナノ構造の使用を

調査するために、NASA 人間・ロボット技術プログラムの一部として、ロチェスター工科

大学(RIT; ロチェスター、ニューヨーク州)およびその研究パートナーに 600 万ドルを与

えた。さらに、RIT のナノパワー研究所は、ナノ材料基盤太陽電池をさらに開発するため

に BP ソーラ社から 25 万ドルの資金を受け取った。報告書によれば、RIT 研究者は、エ

ネルギー変換を 大限にするために半導体ナノ材料あるいは単層カーボンナノチューブ

からなる薄膜ポリマーフィルムを使用する。 
 

・ GEMZ 社(ニューヨーク、ニューヨーク州)は、その子会社のインターナショナル・ナ
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ノテクノロジー社(INC)が、テラ・ソーラー・デベロップメント社との協定に署名し、INC
がテラソーラ社のナノテクノロジー資産と光起電力資産を獲得する、と発表した。GEMZ
社は、この技術の組合せを使用して、太陽エネルギーで動くラップトップおよび携帯電話

チャージャーを商業化することを計画している。 
 
2004 年のその他の太陽光発電技術開発 

・ フラウンホーファー・ソーラエネルギー研究所(フライブルク、ドイツ)とアプライド

フィルム社(ロングモント、コロラド州)は、プラズマ強化化学蒸着法(PECVD)に代わる窒

化ケイ素スパッタ蒸着プロセスを開発した。同プロセスは、PECVD の蒸着効率を達成し、

多結晶シリコン太陽電池用の反射防止不活性化層の大量生産(毎時 1800 ウェーハ処理量)
を可能にする。 

 
・ クラウスザル技術大学 Nichtmetallische Werkstoffe 研究所(クラウスザル、ドイツ)
およびショット・ルール・グラス社(ミッテルテッヒ、ドイツ)の研究者は、反射防止ポー

ラス・二酸化シリコンコーティングをゾル・ゲル浸漬被覆法により開発し応用した。この

コーティングは、放物面の集熱器の黒色吸収面を囲むガラス管の光透過率を増加させる。

カリフォルニアの大規模集熱器設置テストでは 7%増加し、集熱器の効率を著しく改善し

ている。 
 

・ アイオワ・シンフィルム・テクノロジース社(エームズ、アイオワ州)は、内蔵太陽熱

発電で利益を得る米陸軍のための 3 張のプロトタイプ・テントを完成した。テント地は、

同社の柔軟なアモルファスシリコン基盤太陽電池技術を組み合わせ、テントが換気扇、照

明、ラジオおよびラップトップ・コンピューターなどに電力を供給する 200 ワットから 1
キロワットの範囲の十分な電力を生成することができる。アイオワ・シンフィルム・テク

ノロジース社の太陽織物の鍵は、同社特許の製造工程にあり、ロール製造技術を使用して、

厚さ僅か 0.05mm のプラスチック基板上の一体形成アモルファスシリコン太陽電池の生

産を可能にする。 
 

・ フラウンホーファー・ソーラエネルギー・システム研究所(フライブルク、ドイツ州)
の科学者は、厚さ 37 マイクロメーターで効率 20.2%の非常に薄い結晶シリコン太陽電池

を開発した。(典型的な商用結晶シリコン太陽電池は、厚さ 300 マイクロメーターで約 16%
の太陽変換効率を持っている) この開発は、フラウンホーファーの科学者が実験用結晶

シリコン太陽電池の効率を増加できただけでなく、高価な結晶シリコンのような入力素材

の量を減少させることができ、太陽電池の全体のコストを縮小させた点で非常に価値があ

る。 
 

・ BP ソーラ社(サンベリー・オン・テムズ、英国)は、ローマグ社(リードゲイト、英国)
と共に、PowerGlaz 太陽電池を組み込んだ低メンテナンスの合せガラスを開発した。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.962,  2005.9. 7 
 

41 

 
・ エバーグリーン社(マールボロ、マサチューセッツ州)は、単一炉から 4 つのシリコン

リボンを成長させることにより、2 重ストリング・リボンソーラ工程を改善させた。スト

リング・リボン技術は、高温のシリコン溶融体からシリコンストリングを垂直に引き出す

ことから作られる、その結果、シリコンリボンを形成するストリング間に、溶解したシリ

コンが橋渡され硬化する。このストリング・リボン工程は連続的である。長いストリング

はスプールに巻かれ、溶融体は補充される、そして、成長を中断することなくシリコン・

リボンは切断され、その一片が次の処理工程に送られる。エバグリーン社によれば、この

技術は、シリコン重量あたり従来方式が生産する数の 2 倍以上の太陽電池を産出するとい

う長所を持ち、産業界で も材料およびエネルギー効率が良く環境にやさしい結晶シリコ

ン処理技術であると語っている。この単一炉から 4 つのシリコンリボンの生産が、資本費

用、床面積、エネルギー消費量、労働力および消耗品の活用により、より廉価な加工費を

もたらしている。 
以上 

編集：NEDO 情報・システム部 
【出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program】 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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 【個別特集】 
 
フィンランド技術庁（TEKES）とのジョイントワークショップの 

開催報告 
 

NEDO 技術開発機構 企画調整部 

桜井洋子 
2005.9.1        

 
NEDO とフィンランド技術庁(TEKES)は、2005 年 6 月にヘルシンキにおいてジョ

イントワークショップを開催した。開催の報告をするとともに、NEDO と TEKES と

の関係についてここにご紹介する。 
 

1. TEKES とは 
フィンランドは GDPの約 3.5%を研究開発に投資する世界でもトップレベルのR&D

投資国家である。TEKES は、フィンランドにおける科学技術分野の産業競争力強化を

目的に、国内の研究機関や産業界に資金を提供する公的投資機関で、予算は通商産業

省より年間約 4 億ユーロ（約 600 億円）を配分されている。自らが策定した約 24 の

テクノロジー・プログラムをベースに主に革新的でハイリスクのプロジェクトを企業

と公共研究機関等との協力体制のもと推進している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
2. NEDO-TEKES 情報交換協定 

NEDO と TEKES は、2004 年 4 月に情報交換協定を締結した。本協定の目的は研

究開発マネジメントという類似の性格を持つ双方の機関が、互いの科学技術の情報を

交換することにより、自国の研究開発推進と発展に役立たせることである。情報交換

分野は、分散型エネルギー、次世代型ヘルスケアテクノロジー、バイオマテリアル、

及びナノテクノロジーをメインとし、その他の技術開発分野についても相互の合意に

基づき情報の交流を行なっている。 

ヘルシンキ、TEKES 本部前 
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3. ジョイントワークショップ開催の経緯 
 情報交換協定に基づき両機関で技術開発状況の紹介を重ねるうちに、さらなる日本

とフィンランドの協力関係が構築できないかという議論に達し、技術交流可能性調査

を実施することとなった。両国の企業、大学等が相手国の企業、大学等と協力関係を

結び、共同研究を行うことにより技術力の向上及び実用化を視野に入れた市場の開拓

ができれば、双方が Win-win となり両国の産業競争力の強化につながることになる。

そのため、協力関係の有望分野を分散型エネルギー、バイオマテリアル及び地球温暖

化防止関連技術の３つに絞り、協力関係構築に関心のある企業、大学等を見出すこと

を目的としてジョイントワークショップを開催することとなった。 
 
4. 開催の状況 

６月 16 日ヘルシンキの TEKES 本部にてワークショップを開催した。企業、大学等

から約 20 名の参加があった。プログラムに沿って TEKES 国際ネットワーク部 

Executive Director Mr. Petri Peltonen の開催挨拶により開始した。Senior 
Technology Adviser, Mr. Sami Tuhkanen よりワークショップの趣旨の説明があった

あと、NEDO からは NEDO の紹介及び Grant 事業の紹介を、引き続きパリ事務所よ

り活動内容の紹介を行った。 
 続いて TEKES より進行中のプログラム「COMBIO（バイオマテリアル）」「ClimBus
（温暖化防止関連）」「DENSY（分散型エネルギーシステム）」についてそれぞれのプ

ログラムマネージャーより説明があった。 
 また、ヘルシンキ工科大学の Prof. Michael Gasik 氏の発表では、1992 年に東北大

学にコンタクトし共同研究の話を持ちかけ、その後双方への訪問を経て 98～02 年廃熱

の変換(waste heat conversion)に関する共同研究を東北大学の他、民間企業等ととも

に行なった経験談が紹介された。彼は大変な親日家で現在も日本の大学、企業等との

結びつきが強いが、大規模な企業より小規模企業の方にファーストアプローチをかけ

た方が組織決定が早いので話が早く進むなど、彼の長年の経験に基づく日本人との共

同研究のコツをユーモラスに語ってくれ、本ワークショップの参加者が今後日本側と

連携していく際の具体的アドバイスとして参考となった。 
 その後、日本側より前述の有望 3 分野について日本の研究開発状況について紹介し、

ワークショップの午前の部は終了した。後半は、Sami 氏がフィンランドの参加者に対

し更に個別に興味のある分野について希望を聞いて割り振り、グループ別に分かれて

の個別ミーティングとなった。個別ミーティングへの参加希望者は予想外に多く、日

本側が対応した結果、フィンランドの企業、大学が求める具体的な研究内容を聞き出

すことができた。 
 
 
 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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5. 今後の協力活動 
 ワークショップで得た情報をもとに、現在両国の企業、大学等の協力関係の構築に

向けて調整を続けている。今回のマッチングにより双方の情報交換が開始され、発展

性のある協力関係が進行するよう NEDO－TEKES の連携を活かしフォローアップし

ていく必要がある。 
 昨今はネットにより情報の入手が簡単になってはいるが、情報交換協定を通じて

face to face の交流を行なうことで、ネットでは得ることのできない掘り下げた情報を

得ることができ、それが双方の理解度をより深めることにもつながっている。本ワー

クショップにより、日本とフィンランドの技術交流が少しでも前進することを期待す

る。 
以上 

ワークショップで講演する筆者 
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【個別特集】ナノテク  

欧州ナノサイエンス・ナノテクノロジー行動計画 2005-2009（2/2） 
 

NEDO 技術開発機構 パリ事務所       
                                    深澤 和則       

  2005.8.30 
 

行動計画内容（要約） 
 
1．研究開発とイノベーション：欧州は知識が必要  

 
欧州域内の官民機関が一致協力して共同研究開発を遂行することが、R&D の資源を 適

化するとともに、ナノサイエンス・ナノテクノロジー（N&N）に必要な学際的アプローチ

を可能とするための鍵となる。 
欧州のN&N R&D公的予算の約３分の２は各加盟国及び地方自治体レベルのものとなっ

ている（EU レベルの予算は３分の１と少ない）。 
“成長のための知識の欧州研究領域(ERA)”（注１）に求められる“知識のトライアングル”

を作り出す“教育”、“イノベーション”、“R&D”の相乗効果を高め、また経済スケール効

果(economies of scale)を高めるために、N&N R&D を調整し強化する。 
 
1．1 EC の行動 

a) 第 7 次フレームワーク計画（FP7）の N&N R&D を強化するために、FP6 予算の

倍増を FP７予算で要求する。知識創造・技術移転・製造・利用に至る全ライフサ

イクルにおける学際的な R&D を強化する。 
b) 「欧州ナノエレクトロニクス・テクノロジープラットフォーム」の研究計画に沿っ

て、FP7 における情報通信技術(ICT)領域においてはナノエレクトロニクスを特に

優先する。 
c) 人の健康や環境に及ぼす N&N（特にナノパーティクルなどナノ工業製品）の潜在

的な影響に関する毒物研究・環境毒物研究の R&D の支援を加速させる。これら

R&D では、作業現場でのナノ物質の被散監視と 小化のための手法、及びポータ

ブルな現場計測器の開発も行う。 
d) 欧州の競争力に重要なナノ医薬、サステーナブルケミストリー、宇宙に関する N&N

分野の戦略的 R&D 計画 を推進する欧州テクノロジープラットフォームを支援す

る。 
                 
（注１）Building the ERA of Knowledge for growth; COM(2005)118final  

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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1．2 加盟国の行動 
a) 政策レベルでは、  バルセロナ目標“自国の R&D 投資額を GDP の３％にする” に

沿って、自国の N&N R&D の公的予算を増やす。 
b) プログラムレベルでは、例えば欧州研究領域ネットワーク(ERA-NET)のスキーム

を活用し R&D プログラムのＥＵレベルとの重複を 小化しかつ効率を上げるため

に、政府、地方自治体レベルの R&D プログラムの調整に努力する。 
c) プロジェクトレベルでは、EU レベル(FP、COST、ESF、EUREKA など)(注２)の

N&N R&D プロジェクトに積極的に参加するように、大学、R&D 機関、及び産業

界を支援する。 
 
2．インフラ整備と欧州ポール・オブ・エクセレンス 
 

EU が N&N の競争力を維持するためには世界クラスの R&D インフラ；“ポール・オ

ブ・エクセレンス”が必須となる。 
欧州は単独もしくはネットワークされた多様なインフラシステムを必要としている

が、N&N R&D とイノベーションのためのインフラ整備が学際的・複雑・高価格となる

ために、しばしば一地方や一国の政府や産業界では負担しきれない資源が要求される。 
 
2．1 EC の行動 

a) 既存 N&N インフラマップを整備し、成功事例の相互利用によりインフラの付加価

値を 大にする。特に中小企業のインフラニーズを尊重する。これにより、中小企

業がナノテク製品の開発と製品評価をする際の大学等 R&D チームからの協力・技

術移転を強化する。 
ｂ）欧州研究領域(ERA)、FP6 のインフラ・イニシアティブなど“ポール・オブ・エ

クセレンス”を通してインフラ資源の集積を行うことで、国を越えたネットワー

ク化と大学、R&D 機関、産業界を縦断してのインフラの集中化を支援する。 
 
2．2 加盟国の行動 
a) 将来ニーズのロードマップに沿って新規又は既存設備の改善、及び学際的インフラ

や“ポール・オブ・エクセレンス”の建設に着手する。 
 
                
(注 2) FP：フレームワーク計画、 COST：1971 年に設立された欧州 古の基礎研究ネットワークのプロ

ジェクト支援プログラム、 ESF：(European Science Foundation)欧州科学財団の基礎研究ファンドプ

ログラム、 EUREKA：市場志向性が高い実用化プロジェクト支援プログラム  
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3．学際的人材の養成：欧州は創造性を必要としている 
 

知識を創造する能力の向上は、研究者・技術者・熟練労働者のトレーニングと終身

学習も含めた日々の教育にかかっている。学際的な N&N R&D は従来の概念を越えて

おり、倫理・健康・安全・環境及び社会問題などについての検討が求められる。 
特に進歩が早く学際的な N&N においては、国境・学問分野を越えた大学と産業間

での人の流動性が教育とトレーニングの質を高めるのに重要となる。 
 
3．1 EC の行動 

a) N&N の教育・訓練におけるベストプラクティスの普及とネットワーキングを推進する。 
b) 適切な N&N 人材養成支援を促進させる方法を探求する。 
c) N&N の安全と環境分野における科学的進展、起業を表彰する N&N 欧州表彰制度の創

設を進める。 
d) FP6 の人材養成プログラム“マリーキュリーフェローシップ”に倣った N&N ドクター

レベルコースの設立を進める。 
 
3．2 加盟国の行動 
a) 起業、リスクアセスメント、社会・人文科学なども含む N&N R&D のための学際的

な訓練と教育を推進する。 
b) N&N 人材養成制度の流動性や訓練のための幅広いイニシアティブを学生、研究者、

技術者が利用しやすいように支援する。 
 
4．産業イノベーション：知識から市場へ 
 

N&N の特徴は、ほぼ全ての技術分野での進歩が望めること。欧州産業界・R&D 機

関・大学・及び投資機関は、N&N R&D の卓越した成果を市場性のある安全な製品や

プロセスに変換することに共同で取り組むべきである。 
標準化は市場と国際貿易における公平性を提供するとともに、リスクアセスメント

及び規制のために必須のものである。 
また知的財産保護は N&N への初期投資を魅力あるものにし、かつ将来の利益を確

かなものにするという両方の観点から必須である。 
 
4．1 EC の行動 

a) N&N 産業化のベストプラクティスを利害関係者間で共有し、N&N R&D の産業利用

の育成を図る。特に起業における社会的・制度的・心理的な壁の除去に取り組む。例

えば産業界と R&D 機関・大学間のライセンス契約合意をより容易にする方法や“失

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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敗の汚点”（起業が失敗した時、敗者復活が難しいと言われる）問題などに取り組む。 
b) 従来産業の体質改善、知識ベースの中小企業、及びベンチャー企業支援を通して、EU

の N&N R&D プロジェクトへの産業界の参加を増加させる。 
c) 欧州の多様な N&N 状況が分析できるように、 web ベースのデジタル N&N ライブ

ラリの構築をサポートする。 
d) N&N のための標準前段階の R&D を欧州標準団体と協力して支援する。これを FP6

のナノ・メトロロジー（ナノ度量衡）の支援として公募する。 
e) 欧州特許庁(EPO)、米国特許商標庁(USPTO)、及び日本特許庁(JPO)などの間での

N&N 特許申請プロセスにおける実務の調和を支援する。また、欧州特許庁（EPO）

による N&N 特許モニタリングシステムの構築を支援する。 
 
4．2 加盟国の行動 
a) N&N のイノベーションのための手段と動機を明確にする。また民間企業のイノベ

ーションを推進するための公的需要の調査をするＥＣイニシアティブを強化する。 
b) N&N の標準化の活動を推進する。また、標準化のための欧州委員会のワーキング

グループ創設に協力する。 
c) 共同体特許（注３）の採択を出来るだけ速やかに合意する。 
d) 欧州域内における N&N の技術移転を促進させる。 

 
5．社会的問題：期待と課題 

 
N&N は、生活の質の向上を図るなど人々に恩恵をもたらす一方で、どんな技術にも

いえることだが、あるリスクを包含している。このことは広く認識されなければなら

ず、R&D に取り組む前にリスクについて調べなければならない。 
今回の N&N 行動計画の重要な要素は、健康・安全・環境の視点を N&N の技術開

発に組み込むこと、および全ての利害関係者との効果的な対話を構築することである。 
社会への負のインパクトを避ける道へ開発を方向づけるために、開発の進捗状況と

期待できる恩恵を公開し、期待と課題について対話で取り扱う。 
国民、科学者、産業界、投資家、政策者すべての人が N&N に係る問題に障害なく

取組める社会の構築を推し進める。社会的問題は発現するが先手を打たなければなら

ない。 
例えば N&N 熟練労働者の不足、EU 域内での N&N R&D 不均衡のリスク、ナノ製

薬などの N&N の恩恵へのアクセスの困難などの問題が想定される。 
 
            
（注３）EU 域内の特許取り扱いを統合（単一）にするために提案されている特許制度 
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5．1 EC の行動 

a)  N&N R&D に関する倫理レビューの予算を継続する。想定される N&N の倫理問

題は、「非治療目的のヒト能力増進」や「極小センサーによるプライバシー侵害」

などがある。N&N R&D に倫理問題、革新的研究、及び社会科学を集積して、N&N
に関する政策決定を確かなものにする。 

b)  ナノ製薬の倫理問題に関する研究を科学・新技術の欧州倫理問題専門家グループ

に依頼する。これにより、基本的な倫理問題を同定して、今後の N&N R&D プロ

ジェクト採択時の倫理レビューを適切に実施する。 
c)  社会へ対するリスク可能性やインパクトに関する有用な情報を提供する為に、将

来の N&N シナリオに関する研究を支援する。 
d)  N&N の利害関係者との有益な対話ができるコンディションを創出して対話をす

る。この対話の支援として、加盟国の N&N に対する意識調査を実施する。これ

により特定の問題に対する早期警告、及び異なるアプローチによる効果のアセス

メントが可能。 
e)  異なる世代グループへの N&N の啓蒙を図るため、多言語のインターネット、映像、

カタログなどの情報媒体を提供する。 
 
5．2 加盟国の行動 
a) N&N に関する市民との定期的な対話を特にメディアを通して促進する。 
b) N&N 製品に対する消費者教育を進める。 
c) N&N の産業活動が及ぼす経済・社会・健康・安全及び環境へのインパクトについ

てよく考慮するように産業界に注意喚起する。 
 
6．国民の健康、安全、環境、及び消費者保護 
 

すべての N&N 製品とその利用については、EC で決定した高レベルの国民の健康、

安全、消費者と作業者保護、及び環境保護政策に従わなければならない。 
ナノ粒子は大きな粒子にくらべて質量当たりの活性表面積が非常に大きいことから、

毒性と健康への潜在的影響が増加する。 
ナノテクノロジーのライフサイクル全てのステージ（製品コンセプトの設計から、

R&D、製造、販売、利用、廃棄）において、健康・環境・消費者・製造者のリスクア

セスメントを実施する。ナノマテリアルの工業的大量生産を開始する前に念入りなリ

スクマネージメントを実施する。 
「欧州の健康と環境の行動計画 2004－2010」（注４）や「職場における健康と安全に関する 

             
（注４）The European Environment & Health Action Plan 2004-2010; 9.6.2004 COM(2004)416 final 
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地域戦略」（注５）はナノテク行動計画の基盤を提供する。REACH も多量に生産される

ナノ粒子についての一部をカバーすることになる。REACH が施行されるまでは、欧

州指令：危険化学物質規制 67/548/EEC（注６）が新規物質について適用される。 
 
6．1 EC の行動 

a) 可能な限り初期の段階で N&N の製品や利用に関する安全性の問題に取り組む。

新規の健康リスクを取り扱う科学委員会に N&N 製品の潜在的リスクを調べる既

存手法についての見解を求める。 
b) 製造されたナノスケール物質に、作業者、消費者及び環境が曝されることを 少に

する安全で費用対効果が良い対処方法を開発する。 
c) N&N 製品の全ライフサイクルにおけるリスクアセスメントのための用語、ガイド

ライン、モデル、標準化を加盟国、全ての利害関係者と協力して開発する。 
d) 以上の課題について EU 規制の適用を検討し提案する。 
 
6．2 加盟国の行動 
a) N&N 製品、特にナノスケール物質の使用と暴露に関するインベントリーを作成する。 
b) N&N 製品と使用の特性を考慮するために国内規制を見直して改訂する。 
c) 危険化学物質規制 67/548/EEC の新規物質通知においてナノ粒子を考慮すること。 
d) 広く知られている Chemical Abstract Service registry numbers and Material 

Safety Data Sheets（注７）のナノマテリアルへの適用を支援する。 
 
7．国際協力 

 
N&N の国際協力が工業先進国（知識の共有及び R&D 資源の有効利用の観点から）

及び工業後進国（知識へのアクセスの確保のために、“nano Divide（ナノの分断）”や

“知識のアパルトヘイト”を避ける観点から）双方に必要である。特に EU 近隣国や

S&D 協力協定を結んでいる国々との協力は重要である。 
 

7．1 EC の行動 

a) N&N の責任ある開発と利用のための宣言や“code of good product”に関しての国

際レベルの対話を産業界も参加して強化する。 
 
             
（注５）The new Community Strategy on Health and Safety at Work；COM(2002)118, 12,3,2002  

（注６）化学品に関する危険物質の分類、ラベリング等を規定した欧州指令；27,6,1967 

（注７）米国の化学物質管理規定 
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b) 例えば、用語、度量学、リスクアセスメントの共通手法、疫学データや毒物学・環

境毒物学の専用データベースの構築などに関するグローバルレベルで相互利益に

なる課題に取り組む。 
c) 公共資金による研究データへのアクセスに関する OECD の規定に則り、N&N の

科学技術発行物の自由で開かれた欧州電子アーカイブの創設を支援する。 
 
7．2 加盟国の行動 

非工業先進国における N&N R&Dとキャパシティービルディングの支援を強化する。 
 
8．欧州レベルでの連携・実戦的戦略の遂行 

 
高度な戦略を実施するためには単一的な手段では不可能であり、相互に連携した協

調的な手段が要求される。 
加えて N&N への市民の興味が増大するなかで、欧州レベルの行動が適切で明確で

あること、及び効果的な対話がなされていることが重要となる。 
 
そこで、EC は欧州レベルでの協調のための以下の重要事項を実施する。 

a)  この行動計画の実施状況をモニタリングする。他の EC 政策（例えば R&D、教育

と訓練、雇用、企業政策、健康と消費者保護など）及び他の関連する活動（例え

ば EC バイオテクノロジーステアリング委員会など）との適合性を図る。 
b)  ２年毎に行動計画の進捗レポートを欧州理事会と欧州議会に報告する。必要があ

れば行動計画の改訂を行う。 
c)  例えば水平志向の活動、国民との先取りした良好な対話、国際レベルのアドホッ

クなイニシアティブなどを通して、欧州域内の有益な N&N 開発と製品を育成す

るための活動を行う。 
 
                                 以上 
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【個別特集】エネルギー政策  
 

2005 年エネルギー政策法に対する各界の反応（米国） 

 
NEDO 技術開発機構 ワシントン事務所 

松山貴代子 
2005.8.31 

 
ジョージ・W.･ブッシュが大統領就任直後に着手した包括的な米国エネルギー政策の

策定は、『2005 年エネルギー政策法（Energy Policy Act of 2005：以下、「エネルギ

ー政策法」という）』が 2005 年 8 月 8 日に成立したことをもってようやく終了した。

ニューメキシコ州のサンディア国立研究所で行われた署名式典で、ブッシュ大統領は、

この法令が記録的な高値を更新し続けているガソリン価格を直ちに引き下げたり、米

国のエネルギー問題を一夜にして解決することにはならないものの、米国の輸入原油

依存度を軽減する糸口となり、更には、米国の経済成長；環境改善；国家安全保障に

役立つものであると称賛した。 
 

4 年以上に及ぶ議会での審議と調整努力の賜物と言える「エネルギー政策法」では

あるが、その内容は、2001 年にチェイニー副大統領を議長とするエネルギータスクフ

ォースが作成した『国家エネルギー政策（National Energy Policy）』をかなり反映し

たものとなっている。エネルギータスクフォースは同政策の策定過程で利害関係者等

と特定の政策や規定に関して非公式ミーティングを重ねたが、エネルギー業界注 1 の代

表者との会合が 118 回行われたと伝えられる一方で、環境保護団体との会合は 13 回、

消費者グループとの会合は僅か 1 回に過ぎなかったと報告されている。「エネルギー

政策法」はエネルギー関連業界から歓迎されている反面、一部民主党議員や環境保護

団体および消費者グループからは、記録的な原油価格の高騰で恩恵を享受しているエ

ネルギー企業に過大な優遇税制注 2 を与えすぎているとして、厳しい批判を浴びている

が、「エネルギー政策法」の原点がエネルギー業界の見解を大幅に取り込んだ『国家

エネルギー政策』であったことを考えると、こうした反応は当然の成り行きであると

言えよう。ここでは、「エネルギー政策法」に対する各界の反応を紹介する。 
 
1.  アメリカ原子力学会（American Nuclear Society） 
「エネルギー政策法」は、米国エネルギー供給を多様化するイニシアティブを提供し、

                                               
注 1 ボストン・グローブ紙の分析によると、エネルギー業界は昨年米国議会でのロビー活動に約 3.9 億ドル

を費やしたほか、2004 年の選挙に約 775 万ドルを献金したという。 
注 2 向こう 10 年間で 145 億ドル。 
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エネルギー効率の新基準を設定し、送配電慣行を改善し、エネルギー源としての水素

開発を促進する。同法令には、新たな原子力発電所の融資・建設・運転を推進する目

的で、優遇税制、規制リスク保険プログラム、および、貸付保証といった条項が盛り

込まれている。原子力関係のこうした条項により、米国議会は原子力発電を我が国の

エネルギーミックスの一部として確立させるために必要なモメンタムを始動させたと

言える。 
 
2. 全米鉱業協会（National Mining Association） 
「エネルギー政策法」は、米国の も豊富な燃料である石炭の利用を促進すること

によって、我が国のエネルギー海外依存度を軽減し；発電所に先進クリーンコール技

術を提供することによって、よりクリーンな環境を約束し；米国で開発されたクリー

ンコール技術を発展途上国に提供することで、世界的な環境問題に対して先見の明の

ある解決策を提供している。 
 
3. アメリカ石油協会（American Petroleum Institute = API） 
米国議会は「エネルギー政策法」を、エネルギー供給の確保、および、効率的な燃

料配送に必要な努力の第一歩と考えるべきである。石油と天然ガスはこの数十年、我

が国のエネルギーニーズの約 3 分の 2 を賄っている。同法令には石油・天然ガスに関

連する様々な条項が盛り込まれているものの、石油と天然ガスの十分な供給を保証す

るには更に多くの課題が残っている。天然ガスや石油の重要な新供給源となる米国西

部や沿岸の有望地域の掘削を解禁するため、一層の努力が必要である。世界的なエネ

ルギーの需要激増を考慮すると、米国エネルギー供給者が現在直面している課題、お

よび、将来直面する課題に対応するエネルギー政策を策定することは必要不可欠であ

る。API は「エネルギー政策法」に続く新たなエネルギー法案作成で米国議会と協力

していく意向である。注 3 
 

4.  全米製造業協会（National Association of Manufacturers） 
世界で も高いエネルギーコストに直面している米国製造業者にとって、エネルギ

ー政策法案の可決は 優先事項であった。世界市場で競争力を維持するためには、米

国経済の重荷となっている構造的コストを正す必要がある。「エネルギー政策法」はこ

                                               
注 3 石油・天然ガス業界は、ガソリン添加物 MTBE の免責条項を「エネルギー政策法」に盛り込むことに

も失敗したため、同法令を諸手をあげて歓迎しているわけではない。API の Red Cavaney 会長によると、

Tom DeLay 下院共和党院内総務（テキサス州）他の下院共和党リーダーが同条項を押し通せると信じて、

下院の指導層に頼りすぎたことが失敗の原因であったという。Cavaney 会長は、MTBE のライアビリティ

を公正に検討する連盟を下院と上院の双方に構築するよう努力すべきであったと述懐している。また、石

油・天然ガス業界の内で顕著な見解の違いが表面化し、下院共和党指導層の MTBE 妥協案に対する業界コ

ンセンサスの取りまとめに膨大な時間を費やしてしまい、ライアビリティの公正さで議会に十分なロビー

活動を行うことが出来なかったと回顧している。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.962,  2005.9. 7 
 

54 

の目標に向かう第一歩である。 
 
5. 太陽エネルギー産業協会(Solar Energy Industries Association = SEIA) 
過去 20 年間で 強の太陽光発電国家政策を策定したブッシュ大統領と米国議会を

称賛する。太陽エネルギー装置を設置する自家所有者にシステム費用の 30%、 高

2,000 ドルの税控除注 4 が与えられるのは 1985 年以来のことである。更には、ソーラー

設備を購入するビジネスにもシステム費用の 30%という税控除注 5 が供与される。「エ

ネルギー政策法」に盛り込まれたソーラー優遇税制条項は、米国民が我が国のエネル

ギー自立に向けて行う真の貢献を支援するものである。太陽エネルギー税控除は、在

来型の化石燃料や原子力業界のそれと比較すると小さなものではあるが、太陽エネル

ギー業界にとっては大勝利である。同業界は伝統的に分断された業界で、これまでは

特定の政策目標で合意することが不可能であったが、今回の勝利は業界全体が一致団

結してロビー活動に注力した賜物である。この法令は、米国議会が太陽エネルギーを

エネルギーミックスの重要な一部と見なしていることを明示するものである。 
 
6. 米国風力エネルギー協会（American Wind Energy Association） 
風力を含む再生可能資源を利用した発電税控除（Production Tax Credit = PTC）が

2 年間延長されたことは、業界にとって吉報である。PTC の税控除が満期終了（2005
年 12 月 31 日）となる前に延長されたのは今回が初めてであり、風力業界はこれによ

って事業拡張を計画し、全国の顧客にクリーンな電力を供給することが可能となる。

一方で、「エネルギー政策法」には、2020 年までに全米電力の 10%を風力や太陽エネ

ルギーといった再生可能資源で発電するという上院提案の再生可能エネルギー使用基

準（Renewable Portfolio Standards）条項が含まれていない。米国議会はエネルギー

や経済、国家安全保障や環境に関する前向きな政策を同時成立させるユニークな機会

を逸したわけで、非常に残念である。 
 
7. 米国エネルギー合理化経済評議会（American Council for an Energy-Efficient 
Economy = ACEEE） 
「エネルギー政策法」は上院のエネルギー法案よりも、エネルギー節減量で大幅に

下回る注 6 ほか、石油消費の急増を食い止めるという重要課題でも劣っている。「エネ

                                               
注 4 この住宅用ソーラーシステム税控除の期間は 2006 年 1 月 1 日から 2007 年 12 月 31 日までの 2 年間。 
注 5 太陽エネルギーと地熱に関しては、10%のビジネス・エネルギー税控除（Business Energy Tax Credit 
= BETC）が『1992 年包括エネルギー法』で既に恒久化されている。「エネルギー政策法」には、BETC
の対象である太陽エネルギーの税控除率を 2 年間（2006 年 1 月 1 日から 2007 年 12 月 31 日）だけ 30%
に引き上げるというビジネス・ソーラー投資税控除（Business Solar Investment Tax Credit）条項が盛り

込まれている。この控除率は 2008 年 1 月 1 日以降は現行の 10%に戻ることになる。 
注 6 上院のエネルギー法案には、2015 年における日間石油需要を 100 万バレル削減する方策を策定・実施

するよう大統領に義務付けるという条項があったが、これは上下両院協議会で削除されている。AECCC
の分析によると、「エネルギー政策法」で節減される日間石油需要は約 10 万バレルに過ぎないという。 
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ルギー政策法」は、石油輸入の増大、エネルギー価格の高騰、温室効果ガス排出の削

減という米国の も重要なエネルギー課題への対応を回避している。同法令は米国消

費者や経済に真の救済をもたらすことにはならないため、米国議会は近々、石油依存

度や天然ガス価格といった主要なエネルギー問題を再度検討する必要に迫られるであ

ろう。 
 
8. 米国公益研究団体（U.S. Public Interest Research Group） 
「エネルギー政策法」は米国の石油依存度を軽減するものでもなければ、クリーン

なエネルギーを活用する将来を創造するものでもない。これは、大手石油会社に水資

源の汚染、国庫の略奪、我が沿岸線への侵入を認めるものであり、更には、原子力発

電所 6 基、および、12 以上の石炭火力発電所の新設補助を納税者に強いるものである。

同法令は地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出削減を義務付ける代わりに、主

要な汚染源である石油、石炭、天然ガス業界に 131 億ドル以上の税控除を提供する。

「エネルギー政策法」は、米国の消費者と環境を犠牲にして、石油・石炭・原子力業

界を優遇するという惨憺たる法令である。 
 
9. 天然資源防衛委員会（Natural Resources Defense Council） 
「エネルギー政策法」はエネルギーの無駄であり、21 世紀のエネルギーニーズを満

たすことの出来ない法令である。同法令は、石油依存度の増大；ガソリン価格の高騰；

破壊的なエネルギー開発；汚染業者への巨大な補助金；地球温暖化といういずれの問

題をも真剣に取り上げていない。連邦議会が意義あるエネルギー法令作成の機会を台

無しにしたため、我が国は石油に依存したままであり、高いガソリン代を払い続ける

ことになる。議会が将来のエネルギー供給確保を真剣に考えているというのであれば、

夏期休会明けに直ちに、石油消費を削減し、我が国の安全を保障する政策の策定作業

を開始すべきである。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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【産業技術】ライフサイエンス  

体内で移植骨を培養する生体バイオリアクター（米国） 

 

生物医学工学の国際研究チームが、生体内で新しい健康な骨を培養し、損傷した他

部位の骨を修復するために使用できることを初めて実証した。 
 
現在の組織工学的手法を刷新する同研究については論文「In vivo engineering of 

organs: The bone bioreactor」で説明されている。この論文は、2005 年 7 月全米科学

アカデミー会報の電子版に掲載された。 
 
「生体に本来備わっている機能を促すことで、必要な量の骨を培養できることを示

した」と言うのは、本研究を主導したヴァンダービルト大学生物医学工学の V・プラ

サド・シャストリ助教授。 
 
「この研究は、骨だけでなく多種多様な組織を作製することにも重要な示唆を含み、

未来の組織工学方法を変える可能性がある」と、本論文の共同著者で組織工学分野の

第一人者である、マサチューセッツ工科大学（MIT）ロバート・S・ランガー教授は付

け加えた。 
            
現在、重度の骨折に対する整形外科治療として、患者の肋骨や腸骨等から小さな骨

片を摘出し、折れた骨に融合する方法が行われている。重症の脊髄損傷や腰痛の治療

として脊椎骨を融合するためにも同様な方法が用いられる。このような自家骨移植は

損傷部位では効果があるものの、骨摘出手術は大変な痛みを伴い、深刻な合併症を起

こす可能性がある。この新しい方法が臨床試験で立証されれば、実際の骨から移植骨

片を取り出す代わりに、あらゆるタイプの修復用移植骨を培養することが可能となる

だろう。重度骨疾患患者にとっては、発症初期段階で置換用骨を培養・冷凍保存して

おけば、必要となった時点で使用することも可能になる、とシャストリ助教授は述べ

ている。 
 
生体骨は常に成長・再建しているのだが、体外で骨成長を誘導しようという数多くの

試みはこれまで全て失敗に終わっている。生体内で骨成長を刺激する試みは限定的だが

成功している。しかし、非常に複雑で、費用がかかり、安定した結果が得られない。 
 
シャストリ助教授らは、ずっと簡単な新しい方法を採用した。健康な骨の表面に特

別なスペースを作り、生体本来の創傷治癒反応を利用して、そのスペースを新しい骨

で埋めようとする試みである。ヒトの骨と非常に似た骨を持つウサギの成体を使った

研究が行われ、「生体バイオリアクター（in vivo bioreactor）」と名付けられたこのス
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ペースは、約 6 週間で健康な骨で塞がり、期待以上の成果を上げた。従来の体外骨培

養で必要な成長因子も必要ではなかった。その上、古い骨と融合する前ならば、新し

い骨は簡単に分離できることも判明した。新骨を摘出した後の古い骨は、傷を残すが

健全な状態を保つことができる。 
 
「新しい骨は実質的に生来の骨に匹敵する強度や物理的特性を有し、また、新鮮で

あるため、被移植部位に非常に上手い具合に融合する」と述べるのは、英国・インペ

リアル・カレッジの現リーダーであり、MIT の博士研究員（post-doctoral fellow）時

代に本研究の大部分を担当したモリー・スティーヴンス博士。 
 
体内の長骨は薄い外層（骨膜）によって覆われている。骨膜はセロハンテープのよ

うでもあり、外側は硬く繊維状だが、内側は特別な多能性細胞の層で覆われている。

この細胞は骨髄細胞のように様々な骨組織に分化することができる。このような理由

から、シャストリ助教授らはバイオリアクター・スペースをこの外層の直下に作るこ

とにした。 
 
骨膜に微小な穴を開け、生理食塩水を表面下に注入してスペースを作った。下層の

骨から骨膜を浮かし、わずかに膨張させた。望むようなサイズ・形の空洞ができたら、

食塩水を除去し、替わりに市販されているゲルを注入した。このゲルはヒト体内の細

胞搬送用として米国食品医薬品局（FDA）が認可しているものであり、骨成長を誘発

するカルシウムを含有していることを理由に使用されることになった。バイオリアク

ターとなるスペースが骨ではなく瘢痕（ハンコン）組織で埋まってしまうことも大い

に懸念されたが、心配する必要はなかった。それどころか、スペースを満たした新し

い骨は本来の骨と区別できない程であった。 
       
研究者達は、この方法が人体内においても有効かどうかを判断し、効果が認められ

れば、治療用として認可を得るために必要な、大型の動物を使った実験、および（ヒ

トへの）臨床試験を行うことを考えている。 
 
同研究は Smith and Nephew, Endoscopy 社から助成された。 
 

以上 
翻訳：NEDO 情報・システム部 

( 出典: http://www.vanderbilt.edu/news/releases?id=20901 
Copyright 2005, Vanderbilt University Division of Public Affairs. All rights 
reserved. Used with permission.) 
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　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.962,  2005.9. 7 
 

58 

【産業技術】ライフサイエンス  

バイオマスから化学物質を作る新バイオリアクター（米国） 

 

アルゴンヌ研究所の生化学工学者セス・シュナイダー博士は、シカゴ郊外のトウモ

ロコシ畑を車で通り過ぎながら、米国の輸入石油への依存度を低減し、しかも地域経

済の利益を増進する可能性がトウモロコシ畑にあると考える。アルゴンヌ研究所のエ

ネルギー・システム（ES）部門のシュナイダー博士らはコーンシュガーを有価化合物

に変換する技術を開発するために、農業関連産業（アグリビジネス）の大手 Archer 
Daniels Midland 社（ADM：イリノイ州、ディケーター）と共同研究開発の合意を締

結している。 

 

プラスチック、薬品、その他の消費財製造に使用される化学成分の多くは、原油を加

工する石油精製によって作られている。石油の供給が厳しい状況になるにつれて、作物、

草、木材のバイオマスを電力、輸送燃料、精製物質に変換するバイオリファイナリー技

術開発を後押しする動きが高まってきている。米国エネルギー省（DOE）エネルギー効

率化・再生可能エネルギー部のバイオマスプログラムがバイオリファイナリー技術開発

を支援し、アルゴンヌ研究所と ADM 社の共同研究にも資金を提供している。 

 

バイオリファイナリーによる化学物質生産を経済的に成功させるためには、石油精

製と同程度、あるいはそれ以下のコストを実現しなくてはならない。DOE バイオマス

プログラムは 近のレポートで、バイオリファイナリー技術によって生物学的・化学

的に変換して生成される収益の高い糖類由来化学物質を 12 種類リストアップしてい

る。計画では、燃料エタノールと共に化学物質を生産することになっている。 

 

報告された化学物質の大半は有機酸と多価アルコールであり、消費財を作るのに使用さ

れる多くの二次的化学物質の原料となる。例えば、3-ヒドロキシプロピオン酸は、コンタ

クトレンズ用のアクリル酸エステル誘導体や、オムツに使われる高吸水性ポリマーを作る

ために使用される。アスパラギン酸は薬品や甘味料製造における中間生成物である。 

 

アルゴンヌ研究所のシュナイダー博士らは、同研究所が特許を持つ分離バイオリア

クター（separative bioreactor）技術を使って、糖類から有機酸であるグルコン酸生

産の 適化を目指し、ADM 社との共同研究を行っている。将来的には、この技術を様々

な有機酸や多価アルコールに応用することが可能になると考えられる。 
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大量生産を目指したナチュラル・プロセスのエンジニアリング 

糖類の一種であるグルコースが生化学反応で酸化するとグルコン酸になる。発酵培

養液中の酵素によって促進されるこの反応については 100 年以上前から知られている、

と話すのは、アルゴンヌ研究所 ES 部門の化学工学者であるユウポウ・リン博士。博

士らが取り組んでいる課題は、石油化学製品と経済的に競合できるような、安価でク

リーンな有機酸生産を設計することである。ADM 社とアルゴンヌ研究所はグルコン酸

に精通しているため、グルコン酸を有機酸生産第１号として選んだ。 

 

ES 学際的研究チームが開発した分離バイオリアクターは、グルコン酸生産の技術

的・経済的障壁を克服することができた、とシュナイダー博士は述べている。 

 

分離バイオリアクター内部で、グルコースが酵素によってグルコン酸に変わり、即

座にグルコース溶液から分離する。この分離が可能になったことで、大規模発酵にお

ける大きな問題である、生成された酸による酵素の不活性化を解消できる。 

 

単糖発酵中にグルコン酸が蓄積すると、培養液の酸性度が上昇し、酵素の作用を妨げ

る。これを防ぐためには、人が制酸剤で胃酸を中和するように、グルコン酸を化学的に

中和することはできるが、過剰な処置は処理コストを上昇させるとともに、廃棄物を排

出する。 

 

電気再生式脱イオン化でグルコン酸の分離が可能に 

分離バイオリアクターは、脱塩技術の一種である電気再生式脱イオン化

（electrodeionization: EDI）の原理を応用して生まれた。EDI は一般的に生化学研究、

超純水を製造する化学工場や半導体工場で使用され、市販されている硬水軟化装置な

どに含まれているイオン交換樹脂と類似したものが EDI のセルに使用されている。 

 

ES 研究員達は改良型 EDI 樹脂ウェハー・スタックを開発し、特許を獲得した。こ

のスタックで 2002 年度 R&D100 賞を受賞している。製造過程で添加された塩を高果

糖コーンシロップから効率的に除去するスタックの研究が、DOE 産業技術プログラム

の後援で行われた。 

 

EDI 技術が進歩していく一方で、他の ES 研究員は酵素の化学的な固定化方法を模

索していた。シュナイダー博士によると、2001 年、2 つの技術的進展（生成物質のイ

オン化・分離を行う EDI 技術と、酵素固定方法）が一つに組み合わさることで、分離

バイオリアクターは大きく飛躍したという。グルコース酸化酵素を EDI 樹脂に固定し、

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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2 つのプロセス、具体的には、酵素作用によるグルコースからグルコン酸への転換と、

グルコース溶液からグルコン酸のイオン化・分離を同時に行うことが可能になった。 

 

過去 1 年間で、リン博士と化学工学者のマイケル・ヘンリー博士は、樹脂ウェハー

の加工・使用の向上を目指した研究を行ってきた。アルゴンヌ研究所はこの研究で更

に 5 件の特許を申請した。 

 

この分離バイオリアクターの特徴は、コンパクトディスク程の厚さのイオン交換樹

脂からできている柔軟性と圧縮性を有するウェハーにある。酵素は樹脂の表面に固定

されている。ウェハーは多孔性で、水が簡単に流れるようになっている。また、ウェ

ハーは EDI セルの中で 2 つの特別な膜でしっかりと挟まれている。イオンと水はこの

膜を通り、EDI セルの区切られた一画の中へ移動できるが、糖類等の中性分子は壁に

打ち付けられたボールのように、膜で跳ね返る。 

 

グルコース溶液が EDI セルの中を流れると、酵素がグルコースをグルコン酸に変換

する。次に、グルコン酸は樹脂ウェハー上でイオン化するが、イオンは両端に配した

電極からの電流に引き付けられて膜を通り抜け、区切られた一画に移動する。そこで

再び結合しグルコン酸になる。 

 

この技術を簡単に言えば、EDI セルにグルコース溶液を流すとグルコン酸溶液にな

って出てくるということである。「EDI セルの使用電力コストは非常に低く、目標とな

るバイオプロセッシング全体のコストの範囲内だ」と、シュナイダー博士は説明した。 

 

大きな設備で経済性を考える 

アルゴンヌ研究所の試験用システムは、面積 0.1 平方メートルの樹脂ウェハーを使

用する装置 1 台で１日に約 1 ガロン処理できる。ポンピング速度は樹脂ウェハーのサ

イズと、附属する EDI 器具によって異なってくる。商業用樹脂ウェハーは 1 平方メー

トルの大きさとなり、工業生産を行うためには、何百もの装置を積み重ねたシステム

になるだろう。 

 

ADM 社はバイオ（生物）由来化学物質生産では世界 大手であり、大規模生産の経

済性を熟知している。環境的な配慮ではなく経済性を考えることが、バイオ由来生産

プロセスの商業的成功を左右する。 

 

さらに、シュナイダー博士によると、バイオ由来製品は輸入石油への依存度低下、
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温室効果ガスの削減等、多大な環境面の便益をもたらすという。DOE バイオマスプロ

グラム・マネージャーのダグラス・ケンプ氏は環境的にメリットがあり、商業的に成

功する可能性があるプロジェクトに焦点を当てている」と、シュナイダー博士は説明

している。 

 

「この分野ではこんなことが言われている。『グリーン』で重要なのはドル札紙幣

だけだ。もし、競争相手と同じか、それ以下のコストで製品を作らなければ、相手は

石油製品だが自分達のは（バイオ由来で環境に配慮した）グリーン製品だ、と主張し

ても意味がない」と、シュナイダー博士は語った。 

 

石油化学産業の化学物質生産コストは、原料油と精製コストが同程度となっている。バ

イオ由来化学物質生産では、コーンシュガー等の原料費がコスト全体の 20%を占め、残

りが加工・分離処理コストとなっている。「処理コストを削減して、この比率を半々にし

たい。私達が開発した技術が処理コスト削減に役立つだろう」と、シュナイダー博士。 

 

現在、アルゴンヌ研究所の研究者達は、グルコースをグルコン酸に変換する分離バイ

オリアクターの効率性に関する試験・改良を行っている。「アルゴンヌ研究所の研究員

達はグルコース・フラクトース酸化還元酵素に関する研究の実績があるため、グルコン

酸を選択した」とシュナイダー博士は語った。例えば、ES 微生物学者エドワード・サ

ン・マーティン博士は同酵素固有の生化学特性について明らかにし、ES 分子生物学者

であるミシェル・アローラ博士はこの酵素を大量生産する技術を開発した実績がある。 

 

「もし、この酵素で私達の技術を立証し、ADM 社がこれを商業化すれば、その他の

用途も次々と続くだろう。しかし、第 3、第 4 の商業化をあれこれ考える前に、まず

は 初の商業化に成功する必要がある」と、シュナイダー博士。 

 

もし、グルコン酸システムが商業的に成功し、アルゴンヌ研究所の技術が他の有機

酸や多価アルコールの生産に範囲を広げれば、多くの消費財がバイオ由来化学物質で

作られることになるだろう。いずれは、日常生活で使用される液晶ディスプレイでさ

えも、アルゴンヌ研究所の技術によるバイオリファイナリーで生産されたバイオ由来

原材料で作られることになるだろう。 

以上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 

 

 ( 出典: http://www.anl.gov/Media_Center/News/2005/ES050722.html) 
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【産業技術】 ライフサイエンス  
 

薬剤搬送システム（ＤＤＳ）の技術傾向と開発（米国） 
 

はじめに 
ドラッグデリバリー産業は、治療の有効性、信頼性、調和性、またコスト効率の良

い性能などを追求するために、ライフサイエンスについての理解と共に専門知識を処

方し組み合わせる。 
 
患者と薬の間のインターフェースを提供する薬剤搬送システム(DDS：Drug Delivery 

Systems)は、経口的ルートや経皮的ルートなどの解剖学的ルートによる搬送方法、処方

手段(カプセル剤やゲル剤)および媒介搬送方式(ポンプ、蓄積所など)によって変化する。 
 
薬剤搬送プラットホームの広範囲な収集は可能であり、また、利用可能な技術の多

くはほとんどの医薬品に当てはまる。医薬開発者は、既存の医薬品の再処方、より有

効な標的搬送メカニズムの開発、医薬品の有効性および安全性を向上させる制御放出

のような特性の導入により魅力的な市場機会を期待している。 
 

斬新な技術開発 

斬新な技術プラットホームは以下のとおりである： 
 

・経口ドラッグデリバリー 
この分野の第一位の治療法である、ACTIQ(Cephalon 社)は、オピオド性耐性の癌患

者の激しい痛みを治療するために世界で承認されたただ一つの処方薬である。それは、

独特の経口による口腔粘膜システム(OTS)、または患者の口の中に置かれる"ローリー

ポップ"によって薬剤を送る。(http://www.actiq.com). 
 

・経肺ドラッグデリバリー 
Aradigm 社の AERx 薬剤搬送プラットフォームは、進行中の技術開発および多様化

のよい例である。(http://www.aradigm.com/tech/aerx.html) 
特に、局所的にあるいは体系的に働く薬剤の経肺搬送システムの AERx Essence は、

より小さく安価なパッケージで、オリジナルの AERx システムによって設定された標

準性能を維持することができる。 
 

・薬剤搬送 
低い生体利用効率は、薬剤が身体の防御壁を通るときの失敗の主な理由である。

Xenoport 社(http://www.xenoport.com)のような企業は、組織の内外に活動的に選択的

に物質を運搬する身体の自然な搬送機構を利用することに取り組んでいる。 
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NanoPharm 社(http://www.nanopharm.de)は、脳腫瘍および神経系障害治療用のナ

ノ粒子基盤搬送システムを開発している。 
 

・再生医学 
Nanomateria 社の SupraMatrix(http://www.nanomateria.com)は、液体から固体ま

で自己組み立て能力を持つ自己集合材料である。潜在的な応用は、歯を含む身体の損

傷組織を再生するために、薬剤の制御標的放出、ならびに増殖因子や他の生体活性信

号の送達を含んでいる。 
 

・表面改質 
Surmodics 社(www.surmodics.com)表面改質技術は薬剤溶出ステントに適している。

この技術はデバイス上の薬剤に蓄積所を提供し、医療装置を囲むエリアに、あるいは

標的対象とされた組織へ直接に薬剤の搬送を可能とする。 
 

・溶解性フィルム 
近開発された有効成分搬送システムは水溶性のフィルムを使用している。経口処

置治療のために、この投薬メカニズムは商業化されており、投薬のより伝統的な方法

を使用できない患者に薬剤を与える代替方法として製薬産業に適応している。 
(http://www.in-pharmatechnologist.com/productnews/news.asp?id=51452&k=mo

nosol-buys-uk)  
 

・遺伝子組換食用植物 
遺伝子的に操作された植物の中で生産された経口あるいは食用のワクチンは、潜在

的にその防御抗原が定義された疾病に対する免疫を発現するために、安全で低価格の

手段を提供することができる。(http://www.azbio.org/centers/the- promise-of-plants.html) 
 

・ナノ利用搬送システム 
他の治療形態に比べてより良い生体利用効率、効き目および選択性を提供する技術

の能力のために、ナノスケール材料技術によって搬送される時に、ほとんどの薬剤は

より良く機能する。例としては次のものを含んでいる： 
 
 － Elan 社のナノ結晶技術(200 ナノメーター未満の寸法のナノ粒子) 

(http://www.elan.com/DrugDelivery/drug_delivery/nanocrystal_technology.asp) 
 － pSivida 社のバイオシリコン(制御放出のナノ構造化溶解可能材料) 

(http://www.psivida.com/about/biosilicon.asp) 
 － Nanospectra Biosciences 社のナノシェル(光活性化抗癌剤搬送) 

(http://www.nanospectra.com) 
 － Novavax 社(ミセル・ナノ粒子の独特な特性に依存する話題のシステム) 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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(http://www.novavax.com/delivery_micellar.html) 
 － Inex Pharmaceuticals 社の TCS 技術(活性化合物のナノカプセル化) 

(http://www.inexpharm.com/research/targeted_chemotherapy.asp) 
 － GeneSegues 社のナノカプセル(搬送での免疫反応回避) 

(http://www.genesegues.com/technology.htm) 
 － Advectus Life Sciences 社の Nanocure プラットフォーム(脳血液関門搬送) 

(www.advectuslifesciences.com/nano.html)。 
 
近の技術開発 
高度ドラッグデリバリーシステムの情報を補足するために、ドラッグデリバリー分

野の 近の技術開発の調査が行われ、処方、標的デリバリーおよび薬剤放出を取り扱

う次の例が集められた。 
 
・Asklepios Biopharmaceutical 社(http://www.askbio.com)は、独自開発のバイオナ

ノ粒子(BNP)技術プラットフォームを使用して、斬新な遺伝子治療による仲介タンパ

ク質治療を開発している。BNP は、細胞に広く様々な生体物質を搬送するために使わ

れる。AskBio 社は、血友病 B の治療のためにバイエルヘルスケア社との初期の研究

協力を持っている。 
 

・Ablynx 社(http://www.ablynx.com)は、選択的で効率的なやり方で脳血液関門を通過

する能力を持っている治療タンパク質、Nanobodies、の新しいクラスを開発している。

Ablynx 社は、広範囲の神経組織変成障害用の診断・治療薬を開発するために、カナダ

研究協議会生物科学研究所との協力協定に 近署名した。 
 

・ベントレー・ファーマシューティカルズ社(www.bentleypharm.com)の独自開発のナ

ノカプレット(Nanocaplet)技術は、典型的な直径が 100 ナノメーターで、様々な細胞

膜を横切って巨大分子治療の搬送を高め促進する。ニューハンプシャー大学との協力

は、インシュリンを送り、成功裡に糖のレベルを減少させるために、この技術アプロ

ーチを使用できる可能性を実証した。 
 

・デバイスの宿主免疫拒絶を克服し、生体内有効性を向上させるために、パデュー大

学は血管ステント上の幅 100 ナノメーターの表面特徴(ナノバンプ)の可能性を研究し

ている。ナノバンプは、タンパク質と正常組織の表面特質を模倣し、それにより身体

がステントを受け入れるように促す。 
( http://news.uns.purdue.edu/UNS/html4ever/2005/050419.Webster.stent.html)  
 

・カーディフ大学ウェールズ薬学部(www.cardiff.ac.uk/newsevents/14020.html)の研

究者は、喘息と糖尿病に苦しむ患者治療のための吸入器のナノ粒子製剤に取り組んで

いる。ナノ粒子形式で薬を調合するカーディフチームのアプローチは、正確な投薬が
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肺臓に達して、薬の安定性保持を保証することを支援する。 
 

・ミズーリ州セントルイスのワシントン大学医学部の研究者は、画像診断の造影剤と

して癌治療に役立つだけでなく、薬物搬送ベクターとしても役立つことができる、ナ

ノ粒子サイズの分子画像化エージェントを開発している。 
(http://mednews.wustl.edu/tips/page/normal/5036.html) 
 

・ロサンジェルス小児科病院および南カリフォルニア大学の研究者は、ナノサイズ砂

糖ポリマーで包まれた、短い干渉 RNA の全身投与が、動物モデルで播種性腫瘍の成長

を禁じるのに有効であると報告している。 
(www.medicalnewstoday.com/ medicalnews.php?newsid=23113)  
 

・ImaRx Therapeutics 社(http://www.imarx.com)の先導技術である SonoLysis はナノ

泡を使用する。それは、血流に注入され、外部超音波と組みあわせて使用し、脳卒中、

心臓発作およびその他の条件の治療における血栓や凝血塊を溶かすのに有効である。

この技術は現在臨床研究中である。 
 

・シンガポール (www.ibn.a-star.edu.sg//images/cms_press/press_17.pdf)の生物工

学・ナノテクノロジー研究所の研究者は、重合体のコアシェル・ナノ粒子を使用する

pH と温度の両方を感知するスマート・ナノキャリアー技術を開発した。弱酸性環境で

は溶けて沈殿する。 
 

・サウスウエスト研究所は、骨の微細環境に薬剤の局所集中化を増加させる技術を開

発するために、米国国防総省の 3 年 160 万ドル契約を獲得した。この骨を標的とする

ナノカプセルは、骨髄腫および転移性骨肉腫をターゲットとする。 
 

・メルボルン大学(オーストラリア)の研究者は、薬剤の標的制御搬送用のナノ球体カプ

セルを開発している。そのアプローチは、粒子にポリマー被膜を塗布することを伴っ

ており、身体内部(例えば温度、pH)や外的刺激(例えばレーザーパルス)の条件変化に対

応する。( http://www.cnst.unimelb.edu.au/research)  
 

・ミシガン大学は、ナノ粒子薬剤搬送システムの開発で、種々様々の配置でデンドリ

マーを相互に組み立てるために DNA 分子を使用している。この方法を使用して、研

究者はより特殊な標的能力のデンドリマーに異なる分子を結合させる。 
( http://www.rsc.org/chemistryworld/Issues/2005/March/Drug.asp)  
 

・トロント大学の研究者は、多孔性珪酸材料とデンドリマーを組み合わせることにより、ハイ

ブリッド材料の斬新なクラスを開発した。合成構造の周期的メゾポーラスデンドリマーシリカ

は、制御された薬剤放出応用に適したナノスケール細孔を持ったハチの巣状構造を持っている。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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( http://www.news.utoronto.ca/bin6/041129-719.asp)  
 

・ミネソタ大学およびイスラエル工科大学の研究者は、配合禁忌薬剤の同時搬送に潜

在的な応用を持つポリマーへ 3 つの非混合性成分を組み合わせることにより、多重コ

ンパートメント・ミセルを作った。(http://nanotechweb.org/articles/news/3/10/3/1) 
 

・Alnis BioSciences 社(http://www.alnis.com)は、独自仕様の、直径 10 ナノメーター

のナノ微粒子ヒドロゲルの NanoGels を開発している。NanoGel 技術のプラットフォ

ームは、抗癌性製品向けである。同社は、さらに NanoGels による微生物感染の治療

もターゲットとしている。 
 

・アルバータ大学(エドモントン、カナダ)の研究者は、ナノ粒子「クラスター爆弾」を

開発している。( http://www.expressnews.ualberta.ca/print.cfm?id=5536) この開発

は、肺癌の治療で肺臓に治療用ナノ粒子を直接搬送するエアゾール搬送メカニズムの

形態を創り出した。 
 
近の市場開発 
上に記述した技術開発は初期段階にもかかわらず、いくつかの顕著な商用ブレークスル

ーが 近の数か月に生じている。これらのブレークスルーは以下のものを含んでいる： 
 

・Shenzhen SiBiono GenTech 社は、頭頸部癌をターゲットとした遺伝子治療薬、

Gendicine、の商業生産の承認を中国の規制当局から得た。この薬は世界 初の商用遺

伝子治療製品である。(www.nature.com/uidfinder/10.1038/ nbt0104-3) 
 

・American Pharmaceutical Partners 社は、有効成分パクリタクセルのナノ微粒子製

剤、Abraxane、の米国市場承認を得た。Abraxane は、他の製剤と異なり、有毒な溶剤

を含んでいない。Abraxane 製剤は独自開発のナノ粒子アルブミン結合技術に依存する。 
( http://www.abraxane.com/PAT/About_ABRAXANE.htm) 

以上 
【出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program】 
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【産業技術】 ナノテク  
 

ナノエレクトロニクス基盤 IC －メモリーとプロセッサー 
 

メモリー 

欧州と米国では、将来の記憶技術の方向ならびに特に不揮発性フラッシュ・メモリーの

次世代代替の開発に関して、多大な不確実性がいまだあるように思われる。スピントロニ

クスに依存する磁気抵抗メモリ(MRAM：Magnetoresistive Random Access Memory)に関

しては、米国と欧州の企業の開発は注目に値したが、 近の開発は入り混じっている。 
 
モトローラ社のスピン・オフのフリースケール社(Freescale)は 2004 年に 4 メガビ

ットの MRAM をサンプル出荷し始めた。しかし、このデバイスは、2005 年に商業化

を開始するという予告にもかかわらず、まだ商業化されていない。また同時に、サン

プリング MRAM ではあるが、サイプレス・セミコンダクター社は、MRAM は 1T-1MTJ
セルの製造困難性のためにニッチ技術に留まると考えると述べ、その MRAM 子会社

を売却すると 2005 年 2 月に発表した。 
 
欧州と米国の企業は、相変化メモリという別の次世代メモリ技術においてもまた活

発であった。相変化メモリは、MRAM と同じ様にナノエレクトロニクスの性質に特に

依存しないが、いまだ 45nm ノード後のフラッシュメモリーに代案を提供しようとし

ている。欧州と米国の新しい開発に基づけば、開発者はますます真剣にこの技術を受

けとめているようである。 
 
オボニクス社(Ovonyx)からの相変化メモリのライセンスを受けた、インテル、ST マ

イクロエレクトロニクス社および BAE システムズ社のような企業による初期の商業

化協力とは別に、つい 近、欧州と米国企業の新しい協力があった。 
 

・フィリップス(アイントホーフェン、オランダ)の研究者は、代表的なフラッシュメモ

リーより 100～200 倍高速にスイッチできる相変化材料として動作するアンチモニー/
テルル・ドープ合金フィルムの研究に取り組んでいる。 

 
・IBM(ヨークタウンハイツ、ニューヨーク州)とインフィネオン・テクノロジーズ社(ミ
ュンヘン、ドイツ)は、MRAM を商業化するためにフランスに本拠があるジョイント

ベンチャー企業のアルティスセミコンダクター社を立ち上げて、メモリ素子分野で実

質的な提携を行っている。しかしながら、この 2 つの企業はさらに相変化メモリ研究

を継続しており、 近、さらに台湾のマクロニクス社(Macronix)を含んだ共同プロジ

ェクトを発表している。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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プロセッサー 

シリコン置換のプロセッサーIC に関連した、ナノエレクトロニクスの商業化は、ま

だ何年も先である。しかしながら、注目する価値がある 近の動きは、シリコンと比

較して速度と電力消費量について利点を持つ InSb 基盤プロセッサーに関したインテ

ルとキネティック社(Qinetiq、モールヴァン、英国)の研究に関係している。 
 
プロセッサー応用の開発で他の主要な材料は、カーボンナノチューブ(CNT)である。

そして、インテルの 近のベンチマークテストは、CNT が恐らくシリコンに替わる現

在の先頭ランナーであることを示唆している。IBM およびインフィネオン社は、CNT
トランジスター研究で米国と欧州のそれぞれで進歩している。 

 
研究応用のための CNT 開発での重要な障害は、n 型および p 型接合を作るための適

切な材料の入手可能性にある。CNT p-n ダイオードを作り出す 近の興味ある開発の

一つは、GE グローバルリサーチ社(ニスカユナ、ニューヨーク)から持たらされた。 
 
通常のドーピング法の代わりに、GE の研究者は、バイアスをかけるためにカーボン

ナノチューブ真下の分離ゲート構造を使用して、p と n 領域を作るために電場を使用

した。事実、その構造にバイアスをかけることは、極性が可逆的なダイナミックにア

ドレス可能な PN 接合を作り出した。そのような構造を使用して、研究者は、1 に近

い理想的な係数を持ったダイオードを作り出した。それはほとんど完璧なダイオード

性能を示したことを意味している。 
 

太陽電池 

太陽電池ビジネスにおいて米国と欧州は強力な役割を演じている。また、両地域は、

ナノエレクトロニクスのアプローチに取り組む企業を持っている。多分、 も有名な

企業はコナーカ社(Konarka)である。同社は 2004 年と 2005 年の全期間にわたって、

知的財産および他の資産を他の企業から買収している。注目すべきは、シャルマース

大学(ストックホルム)、デュポン、およびシーメンスの関連知的財産(IP)の買収であっ

た。後者の企業は、 近、5%効率の全有機太陽電池を発表している。 
 
太陽電池開発への異なるナノエレクトロニクス・アプローチに関する、欧州および

米国の多くの開発が、SRIC-BI, Viewpoints の 2005 年 2 月に詳述されている。これら

の開発に加えて、さらに、コナーカ社ポリマーの斬新な光吸収材料として、エビデン

ト社の量子ドット使用に関する、コナーカ社およびエビデント・テクノロジーズ社

(Evident、トロイ、ニューヨーク州)の間の 2005 年 3 月の共同開発協定の発表が挙げ

られる。 
 
ナノテクノロジーは、特に染料増感太陽電池への新しいアプローチの開発での重要
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なツールになっている。しかし、また、従来の太陽電池で光吸収能力を増加させる戦

略としても重要である。エビデント・テクノロジーズ社に関して以下でさらに議論す

るが、量子ドット材料の商業化の 1 つの重要な企業であることは間違いがない。 
 

フォトニクス 

太陽電池以外のフォトニクスにおけるナノエレクトロニクスの利用は比較的遅かっ

た。ジアレーザー社(アルバカーキ、ニューメキシコ州)および他の富士通のような企業

の努力にもかかわらず、量子ドット(QD)レーザーはこれまで従来のレーザーの進歩の

ために特に商業化に成功していない。 
 
現在まで、量子ドットのほとんどの商業化はバイオ医学の分野であった。同分野で

は、ラベル付 DNA のように、バイオ医薬の蛍光染料の代替として使用されている。

米国は、バイオテクノロジーの強さのために、当然この分野でリードしている。注目

する価値がある 2 つの企業は、クオンタム・ドット社(ヘイワード、カリフォルニア州)
およびエビデント・テクノロジーズ社である。 

 
近、エビデント社は、カドミウムセレン化物のような重金属半導体を使用する必

要性無しに、赤色波長の光を放射する QD の開発を発表した。代わりに、エビデント

社の QD はインジウムリン化ガリウムを使用している。 
 
さらに、フォトニクス開発の 近のモニターする価値がある他の 2 つの分野は： 

・QD の従来の通信応用から離れて、ジアレーザー社は 近、光クロック分配のため

の高速光相互接続で使用する、非常に短パルス(5GHz、サブピコ秒ジッタ)を作り出す

ために、QD に基づいたパッシブモードロックレーザの使用を発表した。これは無名

の半導体企業との協力である。 
 

・蛍光体は、アップコンバーター変換蛍光体をポンプするために GaN(青/青紫)LED を

使用する白色光 LED 開発での重要な要素の 1 つになった。ロスアラモス国立研究所と

サンディア国立研究所で共同で行なわれた 近の研究は、斬新な白色光 LED を創り出

した。そこでは、現在のように外部的に蛍光体を覆うのではなく、LED 構造自身の中

にナノ結晶が組込まれている。 
 
特に、この技術は、GaN 基盤 LED の固有層の中に CdSe ナノ結晶を組み合わせる。

このような統合白色光 LED デバイスは、開発の初期段階にありロスアラモス/サンデ

ィア国立研究所のデバイスの量子効率の測定結果は 0.001%～0.01%と非常に低いが、

ナノ結晶のための開発の有望な分野である。 
 

電子材料 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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電子材料の広い分野で、商業化のいくつかのエリアが生じている。言及する価値が

あるのは、欧州は、有機 LED のホール注入層や透明導電体応用の導電性ポリマー材料

の開発および商業化において、特に強いということである。合成は典型的にはナノ粒

子の分散に関係しているので、導電性ポリマーはナノエレクトロニクス材料のサブセ

ットである。導電性ポリマーの企業で目立つのは、H.C.シュターク社(バイエル社の一

部)およびオルメコン社(Ormecon、ハンブルク、ドイツ)である。 
 
まだ全般に、これらの材料の導電性/透明性はスパッタ ITO より悪いが、インジウム

酸化スズ(ITO)や CNT ナノ粒子の分散と同様に導電性ポリマーも、柔軟なディスプレ

イのためにいくつかの透明電極応用でスパッタ ITO に挑戦し始めている。結果として、

例えばデグサアドバンストマタリアル社(ハーナウ-ヴォルフガンク、ドイツ)のような、

電子材料応用ナノ粒子を商業化するほとんどの企業は、静電気防止・遮蔽応用をター

ゲットとしている。 
 
透明 CNT 基盤材料の分野で、エイコス社(Eikos、フランクリン、マサチューセッツ)

は、 も進んでいる様に見え、フレクスコン社(感圧性フィルム)、ケントディスプレイ

社(コレステリック液晶ディスプレイ)や日本の伊藤忠のようなディスプレイおよびタ

ッチスクリーン企業とライセンス契約がある。 
 

ナノ磁気 

ナノ磁気の分野はナノエレクトロニクスで非常に重要なものであり、例えば、ほとんど

すべてのハードディスクドライブの中で使用される GMR センサーは電子スピンに依存

し、 も商業的に重要なナノエレクトロニクス・デバイスである。高感度な磁気デバイス

は、携帯電話や他の携帯型デバイスで方向検知のような応用において重要になっている。 
 
特にナノ磁気の商業化の研究のために NVE 社に言及すれば、同社は MRAM 技術の

主要なライセンサーで、非破壊試験、磁気画像化および偽造防止などの応用での GMR
アレイおよびスピン依存トンネル磁界センサーを開発した。同社は、光絶縁としても

光を使用しないで磁界および GMR センサーを代わりに使用する斬新な電気絶縁体を

作り出すために、その GMR 技術をさらに商業化した。http://www.nve.com を参照。 
 
ナノ磁気の分野で注意を引く欧州の 1 つの企業は、ナノマグネティクス社

(NanoMagnetics、バース、英国)である。同社は、特に"DataInk"と呼ばれる材料の磁

気ナノ粒子の規則的な配列を作り出すためにバイオ鉱化技術を利用する。"DataInk"
は、直径が約 12nm の中空のシェルを形成するタンパク質フェリチンの自己集合から

成り、そして、各シェルの穴の中には、鉄のナノ粒子が存在する。 
 
ハードディスクドライブ用、浄水ならびに核磁気共鳴映像法のための、また対比エ
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ージェントとしてのナノ構造磁気メディアのような分野に応用が存在する。 
 
 

新しいコンソーシアム 
いくつかの新しい米国および欧州のコンソーシアムは、ナノエレクトロニクス商業化のために広い

関点から注目する価値がある。 
 

・2005 年 6 月 3 日に、インフィネオン社、AMD 社およびフラウンホーファー研究所は、

ドイツのドレスデンに新しいナノエレクトロニクス技術を研究・開発する新しいナノテ

クノロジー研究センターの形成を発表した。この新しいナノテクノロジー研究センター

は、フランスの LETI やベルギーの IMEC に対するもうひとつの欧州のライバルと見な

される。LETI は ST マイクロエレクトロニクス社との密接なつながりを持っており、

IMEC はフィリップスとの密接なつながりを持っている、また、フィリップス、ST お

よびインフィネオンは欧州の主要な半導体企業であることを思い出す価値がある。 
 

・欧州と米国の両者は、ナノインプリント・リソグラフィー(NIL)の開発においても特

に強い。欧州では、主要企業の EV グループやサスマイクロテック社が関係するが、オ

ブキャト社(Obducat、マルメ、スウェーデン)、モレキュラ・インプリンツ社(オーステ

ィン、テキサス州)およびナノネックス社(Nanonex、モンマスジャンクション、ニュー

ジャージー州)のような、いくつかのスタートアップがこの応用を目標としている。 
 
欧州と米国の両者は、NIL の開発を押し進めるためにコンソーシアムを立ち上げた。

EV グループは、商業化協力を支援するためにコンソーシアム(NILCom)を開始した。

メンバーは、アプライドマイクロスイス社、IMS チップ社、ライカ・マイクロシステ

ム社、クァンティスクリプト社およびトランスファーデバイス社(鋳型開発)、東洋合成

とマイクロレジストテクノロジー社(レジスト)、AMO 社、早稲田大学および NRC イ

ンダストリアル材料研究所(プロセス開発)、EVG 社およびアプライド MST 社(設備)
そしてライカ・マイクロシステム(計測学)を含んでいる。 

 
米国では NIST もまた 2007 年まで、CMOS プロセス用のいわゆるステップアンド

フラッシュ・インプリントリソグラフィー技術を実証するためにモレキュラーインプ

リンツ社、テキサス大学、KLA Tencor フォトロニクス社およびモトローラに資金提供

している。NIL は、サブ 32nm プロセスに対する重要な候補と見なされ、その商業化

は統合化された産業努力を必要とすることは、 近の ITRS ステートメントから明ら

かである。 
以上 

 
【出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program】 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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【産業技術】  ナノテク   

エネルギーのためのナノサイエンス探求(2/2)（米国） 
 

－ 国家ナノテクノロジーイニシアティブ・グランドチャレンジ  
・ ワークショップ報告書（第 2 版、2005 年 6 月発行）概要 － 

はじめに 

国家ナノテクノロジーイニシアティブ・グランドチャレンジワークショップ報告書は、

ナノサイエンスが重要なインパクトを持つと予想されるエネルギー関連科学技術の 9 テ

ーマの研究目標を識別し、これらの研究目標の達成に不可欠と認識される 6 項目の基本的

分野横断ナノサイエンス研究テーマに関して、その展望、 先端重要技術の挑戦、必要な

インフラストラクチャーおよび各々の研究テーマの研究予測と共に、個々のテーマに取り

組む戦略を報告している。 
 
この報告書概要では、前回、ワークショップに関する説明と参加者が識別したエネルギー関連

科学技術の9件の研究目標テーマ名を示し、6つの基本的分野横断ナノサイエンス研究テーマの

概要を記述した。今回は、エネルギー関連科学技術の研究目標9テーマの概要を報告する。基本

的分野横断ナノサイエンス研究テーマの概要は、今後、順次個別記事でお送りする予定である。 

 

ナノサイエンス・エネルギー関連科学技術テーマ 

エネルギーは、生活の質ならびに経済のすべての側面に影響を与える。実際に我々が直面する挑戦

は、関係と要因の複雑な景観と共にグローバルである。これらの挑戦は、技術開発の決定的な重要性

ならびに米国の指導的役割を強調する。 
 
将来のエネルギーを保証するための基礎研究の重要性に関するエネルギー省のこの

ワークショップにおける主要な結果は、ナノサイエンスが も大きな影響を持つと予想される

エネルギー関連科学技術の以下に示す 9 テーマの研究目標の識別であった。 
 
1. 水素生産に向けた拡張可能な太陽光による水の分解方法 
2. クリーンでエネルギー効率が良い生産のための非常に選択性の高い触媒 
3. 20%の出力効率で現在より 100 分の 1 以下の低価格での太陽エネルギーの収穫 
4. 現在の 50%の電力消費量の固体素子照明 
5. 自動車、航空機等の効率を向上させる非常に強靱で軽量な材料 
6. 大気の温度で作動する可逆的な水素貯蔵材料 
7. 1 ギガワットの送電が可能な電力伝送路 
8. 廉価な燃料電池、バッテリー、熱電気、および、ナノ構造化材料から構築された超キャパシタ 
9. 生物の効率的・選択的なメカニズムに基づく材料合成およびエネルギー収穫 
である、以下に各テーマの概要を示す。 
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1. 太陽光による水素の生産 

世界が直面するエネルギーの挑戦は、環境向上の関心事と結び付ついて、クリーンエ

ネルギー源を提供するための科学技術を要求する。ブッシュ大統領による政府の水素燃

料イニシアチブは、2003 年の一般教書演説で明らかにされ大きな一歩が踏み出された。

想定される未来の水素社会を達成するために、水素のクリーンな生産のための方法を開

発することが重要である。有望な手段は、水をその構成分子である酸素および水素へ分

解するために太陽エネルギーを利用することである。水素を生産するために紫外線で二

酸化チタンのような半導体触媒を照射することにより、成功裡に水を分解できることが

実証された。これを使用可能な技術に開発させるには、大きな科学的挑戦が残っている。

このプロセスに必要な光の波長を、太陽光の 2%の紫外線から、より豊富な可視の太陽

光領域へ移さなければならない。この方向では、ナノスケール添加物の追加だけでなく、

触媒粒子の寸法をナノメーター領域へ調整することに基づいた有望な成果が発見され

ている。この研究結果は、2 酸化チタンへ炭素の追加が変換効率を約 8%に増加させるこ

とを示し、エネルギー省の商業ベース触媒の 10%目標に接近している。 
 

2. 高選択性触媒 

高い選択性の触媒を得ることは、今後数 10 年間、非常に重要な問題であると認識さ

れている。自然はナノメーター規模の酵素触媒で 100%の選択性を得ているが、合成シ

ステムでそのような選択性は困難な目標のままである。ナノ粒子やナノ構造化材料は、

触媒の機能を制御する新しい手段を提供する。ナノスケール触媒粒子の幾何学的・電

子的構造は、酵素の振る舞いに類似して、選択性に大きな役割を果たす。したがって、

高度に制御された粒径分布が望ましいことになる。研究の重点目標は、ナノ鋳型酸化

物表面に要求の寸法、形ならびに構造体の金属ナノクラスタを合成する新しい方法を

開発することである。ナノ粒子形成および配置を調整するテンプレートとして表面の

制御刻面が使用できる。そのようなテンプレートなしでも、担体ナノ粒子は高い触媒

作用を示す。2 酸化チタン上の金のナノ粒子触媒は、今日の自動車触媒コンバーター

で使用される商用触媒より、酸性雨やスモッグの主要な源の二酸化硫黄の分解に関し

て 10 倍以上も有効である。黒鉛上のルテニウム・ナノ粒子は、世界のエネルギー生産

の 1%を酷使している工業界 大のエネルギー消費プロセスである、アンモニア合成に

おいて現在の商用触媒より性能が優れている。(アンモニアは、米国商品化学薬品リス

トトップ 50 の第 5 位である) 
 

3. ナノ構造化太陽電池：達成目標と可能性 

すべての太陽電池の中心に、2 つの独立した材料層がある。電池の陰極として機能

する電子貯蔵所の一つと、陽極として機能する電子ホールと呼ばれる電子の空白なと

ころが他方にある。電池が太陽あるいは別の光源からの光を吸収すると、陰極から陽

極へ電子を駆動するエネルギーをもたらし、その間に電位差を作り出して、それによ

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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り電池が電気エネルギーの源として役立つことを可能にする。従来の電池による光エ

ネルギーの電気エネルギーへの低変換効率とコストは、太陽電池が化石燃料や原子力

から生成された電気エネルギーと競争することを妨げている。エネルギー供給に重要

な影響を及ぼすナノ構造化光起電力デバイスの電池とモジュールの効率は、従来の結

晶シリコン太陽光発電の計画コストより、さらに低い電力あたりコストを持っていな

ければならない。ナノテクノロジーは、大きなコスト削減を持った太陽電池を生産す

るかなりの可能性を持っているが、$1/ワットのコスト目標を達成するためには、

14-15%を越える電池効率ならびにコストが$100/m2 以下にならなければならない。モ

ジュールおよびシステムの収支コストが、光起電力システムの全体の費用の主要成分

であるので、効率が 10-12%未満の電池は、非常に低価格でもこれらの達成目標を実現

できない。ナノ構造化光起電力デバイスは、さらに毎日の太陽の 大放射時の 80-100℃
の温度環境下で、15-30 年間の戸外運転に耐えることができなければならない。量子

ドットのようなナノ構造デバイスは、太陽スペクトルの広範囲の波長(色)から光を集め

ることを可能にする。さらに、これらのデバイスは、広いスペクトルを吸収するヘテ

ロ構造吸収層を持っているので、1 つの光子当たり 1 つ以上の電子－正孔ペアを集め

る。また、この構造化は、荷電粒子またはエキシトンを蓄積するために低品質材料の

効率を高める。これら全ては、太陽光発電のコストおよび性能をブレークスルーする

可能性を持っている。この壮大な挑戦のレベルの効率を持った太陽光発電は明らかに

経済競争力を高める。 
 

4. 固体素子照明 

現在、電力利用は米国のエネルギー消費合計のおよそ 3 分の 1 を占めている。消費

された全電力の約 20%が照明に向けられている。しかしながら、今日の照明は著しく

非効率である。白熱光は、15 ルーメン/ワットの発光効率を持っている。一方、蛍光灯

は 80 ルーメン/ワットである。これは、電気エネルギーから可視光線へ各々わずかお

よそ 5%と 25%しか変換していないことに相当する。それに比べれば、建物暖房は大

体 70%の効率であり、また、電気モータは 85-95%の効率がある。したがって、照明

はエネルギー効率向上の大きな目標となる。照明に必要な電気量の半分の削減は、１

年に 4 x10＾11 キロワット時のエネルギーの節約になり、大体 50 個の原子炉の年間エ

ネルギー生産と等価となる。一般照明への半導体基盤発光ダイオード(LED)の利用は

急速に展開している技術であり、20 年間で国や世界に莫大な省エネルギーの可能性を

提示している。カラー照明については、発光ダイオードは、米国の交通信号機の 3 分

の 1 以上で既に交換され、1 ヶ所の交差点当たり 1 年間に 1000 ドルを節約している。

しかしながら、その潜在能力に到達するためには、固体素子照明のために多くの科学

技術障壁が克服されなければならない。現在の目標は、この新技術を潜在的な影響が

莫大である一般の白色照明応用にもたらすことである。白色光を出力するためには、3
つ以上の異なる色の LED から構成された光源によるか、あるいは紫外線で異なる色を

放射する蛍光体を照射することによる。後のアプローチは、非常に経済的で、特に高
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効率であることが、蛍光体として半導体ナノ結晶(量子ドット：QD)を使用して実証さ

れた。このデバイスが商業化されるには、その高い効率を保持した状態で、照明 LED
のドームに量子ドットを組み入れる可能性の改良が必要である。 

 
5. 超高強度で軽量のナノ相材料 

バルク材に組み入れられたナノスケール相は、超軽量であると同様に、強化磁気、

機械強度および高温許容度のような注目すべき特性を示す。これは、ナノ粒子寸法を

持ち、またマクロスケールで強化された、あるいは新しい特性を示すバルク材の新し

いクラスを開発する機会を開く。応用には、高強度の構造部品、モータや変圧器の磁

石、フィルターやワイヤーを含み、ナノスケールがもたらす利点の多くの例を提供す

る。例えば、Fe65Co35(鉄とコバルト)と Sm2Fe17Nd3(サマリウム、鉄およびネオジ

ウム)の混合で作られたナノ合成磁石は、今日使われている 良の商用磁石より 200%
強いと計算は予測している。小さな強い磁石は軽量部品として必要であるので、これ

らの材料を適用したモータや変圧器は、性能を向上させ、省エネルギーに結びつく。

米国で、従来の配電変圧器を先端ナノ構造磁性材料に交換することで、毎年およそ 35
億ドル節約でき、また CO2 放射を 3500 万トン減少させる。強化機能の別の例には、

鉄(Fe)12%、クロミウム(Cr)3%、タングステン(W)0.4%、チタン(Ti)0.4%、および 0.25%
イットリウム(Y2O3(12YWT))のフェライト合金である機械合金・酸化物・分散強化

(MA/ODS：mechanically alloyed, oxide, dispersion strengthened)がある。この新し

い構造材料は、鋼より大きな強度を持ち、130℃の高温で使用できる。これらの材料を

実現させるためには、重大な科学的障壁を克服しなければならない。 

 
これらの材料のナノスケール粒を制御するために、高度な合成および処理技術を開

発しなければならない。潜在的な効果は、厳しい環境(例えば高温や放射線)での長寿命

材料、先端的エネルギー貯蔵(バッテリーと燃料電池)、磁石用機能材料(バルク磁石の

使用は交通輸送の小モータや発電機の大きなモータにおいて浸透)のクラスにあり、ま

た再生可能エネルギーの多数の新素材の挑戦にある。 
 

6. 水素貯蔵ナノ材料 

グローバルなエネルギー消費が、生活水準の上昇および世界的な人口の増加に加速

されて、次の数 10 年間に劇的に増加すると予想される。より多くのエネルギーの要求

は、エネルギー発生能力の莫大な成長、より安全で多様化したエネルギー源、そして

温室効果ガス排出を抑えるための成功する戦略を必要とする。様々な代替エネルギー

戦略の中で、多様な 終用途に多くのエネルギー源を接続する 1 次エネルギー担体と

して、水素を使用するエネルギーインフラストラクチャーの構築がある。水素経済の

実現に対する大きな挑戦は、水素の効率的で安全な貯蔵材料の開発にある。水素貯蔵

用に探究されている材料は、詰め込みのための高圧力および水素放出のための高温度

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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を要求する。ナノ構造化材料は、この両方の特性を向上させる可能性がある。 良の

材料は、水素を貯蔵材料に非常に弱く結合させて低貯蔵容量となる結果と、非常に強

く結合させて水素放出に高温が必要になる結果との間の 適の妥協を達成することで

ある。2 つの候補材料は、水素の中間結合を持つ複合金属水素化物と、カーボンナノ

チューブのようなナノ構造化炭素基盤材料がある。ナノスケール・チタン(Ti)添加構造

剤は、複合金属水素化物ナトリウムアラネイト(NaAlH4)の水素貯蔵力および放出の反

応速度を高め、またカーボンナノチューブの貯蔵容量を増加させるための、これらの

システムの両方において不可欠である。このナノスケールの振る舞いの理解と制御は、

水素経済のための水素貯蔵材料の開発に重要である。 
 

7. 電力送電線材料用ナノチューブ 

電力需要の増加と共に、電力インフラストラクチャーの負担は増加する。このこと

は 2003 年の米国北東部の停電で劇的に実証された。インフラストラクチャーの改良は

認識されている優先事項である。重要な挑戦は、銅より軽量で低エネルギー損失の新

しい送電線材料を開発することである。個々のカーボンナノチューブ(CNT)ファイバ

ーは、電気伝導率が銅より良いか同等で、重量は 6 分の 1 で、渦電流損失は無視でき

る。この高い電気伝導度は、1 つの方向に量子波ガイドの役割をする個々のチューブ

を通る電子の非常に効率的な伝搬と、電流がファイバーを通過していく時にチューブ

からチューブへ電子の効率的な共鳴量子トンネリングに由来している。1 つの単層カ

ーボンナノチューブは 20 マイクロアンペアの電流を運ぶことができることが実証さ

れている。ファイバーの長さに沿ってナノチューブからナノチューブへの電導効率を

5%としまたカーボンナノチューブの充填密度を 1 平方センチメートル当たり 10＾14
と仮定すると、カーボンナノチューブファイバー束は、1 平方センチメートル当たり 1
億アンペアの電流を運ぶことができる。これは、 良の極低温超電導体の電流許容値

の 100 倍である。電力送電線の損失は現在の技術で約 7%程度ある。これらの損失を

6%に減少させると、全国で毎年 4 x 10＾10 キロワット時の省エネルギーとなる。毎年、

およそ 2400 万バレルの油に等価なエネルギーが節約される。現在の単層ナノチューブ

の生産は、典型的な長さが 100 マイクロメートル未満であり、また電気電導特性が大

きく変化するファイバーとなっている。これらの制約は以下の技術的挑戦を提起する、

制御した電導特性を持ったナノチューブをどのようにして一貫生産できるか。カーボ

ンナノチューブを、予定の電子特性を持つロープやファイバーへコスト効率良く製造

する方法は。どのようにしてチューブとチューブの結合部間の輸送をほとんど 100%
にできるか、である。 

 
8. エネルギー変換・貯蔵用ナノ粒子とナノ構造様式 

ナノ構造化材料は、高度電力貯蔵・変換の開発のために多くの素晴らしい機会を提

示する。ルテニウムプラチナ(Ru-Pt)のナノ粒子で作られた燃料電池用触媒は、いくつ

かの重要な点で従来の触媒より性能が優れている。この触媒は、従来の燃料電池用触
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媒より 50 倍長く動作し、一酸化炭素の毒にはるかに強い。更に、このナノ触媒の構造

様式は、ルテニウム・ナノ粒子上のすべての活性なプラチナ原子を顕在化させるので、

大量の高コストなプラチナの必要性を解消し、その結果、コストを大幅に低下させ、

低プラチナ装荷の DOE 目標をすべて上回る。電力貯蔵(バッテリー、燃料電池、電気

二重層キャパシター、太陽光発電)のために超 3 次元組み立てを使用するナノ構造様式

は、電力損失を 小化し、充放電速度向上、エネルギー密度増強のために既存の技術

に対して多くの利点を備えている。これらの構造様式の電極は、相互に連結した 10nm
の領域とメゾポーラス(10-50nm)から成っている。ナノ構造様式電極上に、極薄で等角

のピンホールフリーのセパレーター/電解質が電着される。低融点金属(mp<200℃)ある

いはコロイドが、残ったメゾポーラス容積を満たす。電極の形態論的制御は充放電速

度を大きく向上させ、またエネルギー貯蔵量および電力密度を増加させる。ナノ構造

化電極による新しいリチウム電池は、従来のリチウム電池より 10 倍以上大きな 2500
ワット/キログラム以上の電力密度を実証した。 

 
9. ナノサイエンスは生命を模倣する 

も簡単な生物システムのバクテリアやウィルスは、マイクロメートル規模の構造

である。それらの内部の分子機械は、注目すべきレベルの特異性と構造制御を示すナ

ノメーター規模の構造であり、また人間の技術に類を見ない機能部品のシームレスな

統合を示している。さらに、生物システムは、新素材を合成するに際し、我々をガイ

ドできる機能的なメカニズムの例を提供する。これらの自然な生物励起システムは、

太陽エネルギーの化学エネルギーへの変換、選択的触媒作用、材料組立ておよびバイ

オレメディエーションのような注目すべき機能を実行する。生物学プロセスと機能の

固い/無機部品への結合は、電気あるいは水素のような燃料を生産するために太陽エネ

ルギーを利用するに際して、また環境への低い影響を持つ化学プロセスの開発に際し

て、驚くべき可能性へと導く。2 つの例を以下に示す。1 つは、太陽エネルギー収穫・

変換のための新しいデバイスで、固体素子材料とタンパク質を結び付けることにより

組み立てることができる。もう 1 つのものは、自然を模倣して、光エネルギーを電気

化学ポテンシャルに変換するために合成されたナノスケール人工反応センターである。

生物システムからの反応と制御の達成は、生物システムを模倣した自然にない部品設

計および自然部品との選択的な組み合わせによってアプローチされる。この挑戦は、

自然が意図したところを越えた目的に、これらの部品を適応し使用することにある。

生物励起ナノシステムのエネルギー応用は、ソフトエネルギーを収穫する形で起きる

であろう。これらは、ナノスケールデバイス、選択的触媒あるいは材料合成にエネル

ギーを供給するために結合できる。 
以上 

(出典：  Nanoscience Research for Energy Needs, Report of the March 2004 National  
Nanotechnology Initiative Grand Challeng Workshop, 2nd Edition, June 2005 
http://www.nano.gov/nni_energy_rpt.pdf ） 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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【産業技術】  ナノテク   

水素未来への道を開く水素貯蔵合金開発（米国） 
 
ローレンス・バークレー国立研究所グループは、水素貯蔵合金を開発するために 450

万ドルを獲得した。やがて、水素自動車はアメリカのハイウェイに沿ってビュンビュン走

るであろう。水素補給所は今日のガソリン・スタンドと同じくらいどこにでもあるように

なり、また、石油を撒き散らす自動車は馬やバギーと同じくらい奇妙になるであろう。 
 
素晴らしいことである、しかし、研究者達がいくつもの手強い技術的諸問題を克服できな

いならば、再生可能エネルギー源が動力供給した無排気ガス車の未来は起こり得ない。さら

に、温室効果ガスである二酸化炭素を生み出さずに、大量の水素を生産できるであろうか？ 
また、燃料を補給せずに、何百マイルもの距離を燃料電池に供給する十分な水素を自動車に

搭載格納できるであろうか？ 現在のところ、この両方の項目の答えは"NO!"である。このた

め、バークレー研究所の科学者チームは、水素格納問題の解決についての研究を進めている。 
 
「加圧水素ボンベは、自動車の中で大きな容積を占める。燃料補給なしで 300 マイルを運

転したければ、水素ボンベのため荷物用の空間をあまり残せない。うまくいけば可能かもし

れない。しかし、現在のところ、冷却せずにまたは非常に超高圧にせずに、小さな容積に多

量の水素を格納することは難しい」とバークレー研究所材料科学部のジェフ・ロングが語る。 
 
ロングは、非常に軽量で揮発性ガスである水素を、極端でない温度および圧力で自動車

に搭載するために、効率的に貯蔵できる新しいクラスの材料を研究している、9 人からな

るバークレー研究所研究者グループを率いている。チームは、2020 年までに水素燃料電

池車を作り、燃料補給ステーションを利用可能に実用化し、米国の消費者に入手可能にす

ることを目指して、DOE の資金提供する 6400 万ドルを受けとる 1 機関である。エネル

ギー長官サミュエル・ボドマンは 2005 年 5 月にその資金提供を発表した。50 ヶ所を越え

る機関の 70 件の研究開発プロジェクトで分割する。このチームのプロジェクトは、次の

4 年間にわたり DOE 資金を 450 万ドル受け取る。 
 
材料科学部のラトガー・ディジョンによって率いられた別のバークレー研究所プロジェ

クトも、また、水素燃料電池で使用するナノ化合物プロトン導体の開発を探究するために

DOE の資金提供を受け取った。 
 
このプロジェクトのために、ロングは、一流の実験家や理論家からなる材料科学ドリー

ムチームを集めた。チームのほとんどは、ロングのように、バークレー国立研究所および

UC バークレー校化学または物理学部の両方で働いている。グループ全体は、材料発見に

関して膨大な経験を持っている。 
 

・ポール・アリビサトは、水素貯蔵特性がナノスケールからバルク規模へ材料の寸法と
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ともにどのように変化するかを研究する。 
・マーティン・ヘッド=ゴードンは、どんな種類の金属やリガンドが水素を結合するかの

予測を支援する。 
・ポリマー科学者のジーン・フレシェは、小さな空洞へ水素を吸収するナノポーラスな

ポリマーを作り出そうと試みている。 
・ナノチューブ開発パイオニアのアレックス・ツェトルは、水素を貯蔵するためにどの

ように窒化ホウ素ナノチューブが使用できるかを研究している。 
・理論家のマービン・コーエンとスティーヴン・ルイは、より効率的に水素を捕らえる

ことができる新しい窒化ホウ素ナノ構造を予測している。 
・UC バークレー校のトム・リチャードソンは、金属水素化物を合成し特徴づける。 
・また UC バークレー校のサミュエル・マオは、これらの新素材をテストするために、

一連の温度および圧力での水素吸収を測定する計測器をセットアップする。 
「狙いは、水素貯蔵問題に関して考察し始めるために、材料開発に高度に熟練している

人々を得ることである」とロングは語る。 
 
ロング自身は、少さい空間に信じられないほどに大きな表面積を持つ貯蔵材料を研究して

いる。ナノポーラス配位固体と呼ばれるこのタイプの材料は、1 グラム当たり 4,500 平方メ

ートルの表面積を持っており、多くの水素を貯蔵する可能性があることを意味している。 
 
この材料は、膨張する三次元骨組みへ組み入れた中空の立方体からできており、各立方

体は数個の水素分子の貯蔵所としての可能性がある。この中空立方体は溶剤で満たされた

簡単な溶液反応により作り出される。完成した後に、材料は加熱され空間充填溶剤が飛び

散る。残ったものは、空の立方体のハニカム構造であり、ある条件下での水素分子の出来

合いの貯蔵材料になる。そのトリックは、低温に冷却したり超高圧にさらす必要無しに、

水素分子を骨組みに結合させることにある。「しかし、これまでのところ、水素の親和力

は弱すぎるので、目標は、新しい材料から枠組みを作り出すことにより結合エネルギーを

増加させることである」とロングが語る。 
 
このように、水素が金属により強く接合させるために、各立方体内部の金属部位を表面

に晒すために、ロングと同僚は研究している。金属シアニド、マグネシウムおよびカルボ

ニル化合物からなる配位個所を研究し、それにより実質的に水素結合エネルギーを増加さ

せた、しかし、自動車で使用する予定の貯蔵材料として機能するには十分ではない。 
 
「我々は進歩している。しかし、まだ非常に初期の材料発見段階にいる。目的は、何マイ

ルも自動車に動力を供給する十分な水素を吸収できる貯蔵材料を燃料タンクに載せることで

ある。燃料供給プロセスは、速く完全に可逆的である必要がある」とロングは語った。 
以上 

(出典： 
http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/sabl/2005/August/01-hydrogen-future.html ) 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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【環境】 

自然界からの警鐘―二酸化炭素濃度上昇による海洋の酸性化 
（米国・英国） 

 
英国王立協会（The Royal Society）が発表した報告が世界の海洋に警鐘を鳴らして

いる。「人間活動から生じる二酸化炭素排出量がこのまま上昇し続けると、2100 年ま

でに海洋の酸性度は著しく増し、我々の予測の及ばない程に海洋生物を脅かす恐れが

ある。」こう語るのは同報告書の共著者でカーネギー研究所地球生態学研究所（カリフ

ォルニア州スタンフォード）の研究員にこのほど就任した Ken Calderia 博士*である。

海洋酸性化に関する同報告書は英国王立協会より６月 30 日に発表されている。 
（参照:http://www.royalsoc.ac.uk/） 
 

科学者の多くは海洋を、人為起源の温室効果ガスである二酸化炭素を取り込む重要

な吸収源であるとし、これにより地球温暖化の速度が緩められていると見ている。海

洋植物は海水を取り込む際に二酸化炭素を吸収し、光合成の過程でそれを有機物に変

える。動物もまた骨格や殻をつくるのに海水を利用しており、それらは 終的に堆積

物となる。過去 200 年間における化石燃料の消費急増により、人為起源による温室効

果ガスの 3 分の 1 以上が海洋に吸収されたとされる。二酸化炭素は海洋生物の生存に

必要であるが、一方で Calderia 博士が同僚らと行った研究は海水中の過剰な二酸化炭

素は海洋を取り巻く生態系を破壊、消滅させる恐れがあることを示している。 
 

二酸化炭素は海水に溶けると、炭酸を生成する。この炭酸は海洋生物の殻を溶解し、

酸素供給を妨げる。現在の傾向が続いた場合、酸性化した海水により貝殻や珊瑚の形

成過程が妨げられ、珊瑚や貝類に依存する他の生物にも悪影響が及ぶであろうという

のが科学者らの見解である。また酸性化は、地球上の食物連鎖で も重要な役割を果

たしている植物プランクトンや動物プランクトンなどのような、石灰化を行う生物に

も悪影響をもたらす。 
 

Calderia 博士は次のように続ける。「我々は海表面から収集されてきたデータ、地質

学上および歴史上の記録、海洋の循環モデル、またこれまでの海洋化学の知識から酸

性化の度合いを予測することができる。予測ができないのは酸性の海水が海洋の生態

系、そして地球の気候にどのような結果をもたらすのかなのだ。国際団体、政府組織

は遅きに失する前にこの問題に重点的に取り組まなくてはならない。 
 

㏗(水素イオン指数)の度合いには 1 から 14 まであり、7 は中性を表す。それより低

いものは酸性となる。科学者らの算出によると過去 200 年間で海表面の㏗ は 0.1 低下

しており、これは水素イオンの 30％の増加に相当する。 
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気候変動に関する政府間パネル（IPCC）作成による IS92a モデルに基づくシナリオ

の予測どおり二酸化炭素排出量が増え続けると、2100 年までにさらに pH が 0.5 低下

することが予想される。これは過去何百万年にもわたって、決して海洋に存在しなか

った値である。さらにこのような海洋の化学的変化は、大気中の二酸化炭素の吸収力

を弱めることとなり、結果として地球温暖化を加速させることになる。 
 

カーネギー研究所地球生態学研究所長の Chris Field 氏は、「この報告は世界中に警

笛を鳴らすことになるだろう。」と語る。そして「報告は海洋の酸性化がもたらすであ

ろう結果をあらゆる面から詳細に理解する必要があることを否応なしに証明している。

そしてまた二酸化炭素排出の削減を速やかに進めるべきだとする主張をより強固にす

るものである。」とも述べている。 
以上 

翻訳：山本かおり  
 
*同研究は Ken Calderia 博士が Lawrence Livemore 国立研究所在任中に行ったも

のである。 
 

（出典：http://www.carnegieinstitution.org/news_releases/news_0506_30.html 
Copyright 2005, All rights reserved. Used with permission.Carnegie Institution of 
Washington） 
 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(08/11/05～08/31/05) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
7 月／ 
27：北西部エネルギー効率改善同盟、商用ビルのエネ効率改善に 3 年間で 2,100 万ドル投資 

北西部エネルギー効率改善同盟が、米国北西部全域の商業用ビルのエネルギー効率を改善する 3 ヵ
年(2006 年から 2008 年)のプログラムに総額約 2,100 万ドルを認可。商業部門イニシアチブ(CSI)、
別名 BetterBricks と呼ばれるこのプログラムは、商業用ビルの所有者や管理者に、事業計画の不可
欠要素としてエネルギー効率を考慮するよう奨励することを主眼に、(1) 新規および既存のビル；
(2) 建造予定のビル；(3) 建物管理に焦点を当てる予定。 (Northwest Energy Efficiency Alliance 
News Release) 
 

8 月／ 
1：テキサス州、再生可能エネルギー使用基準(RPS)を引き上げる法令を制定 

テキサス州の再生可能エネルギー使用基準(RPS)は全米で 2 番目に高い（現行法上の義務は、2009
年で 2,880MW）が、約 3 年も早くこの目標を達成する見通し。州議会は 2015 年までに 5,880MW、
2025 年 1 月 1 日までに 10,000MW まで拡大するとの法案を可決、Perry 州知事の署名により 2005
年 8 月 1 日に法制化。農産物や農業廃棄物、林業廃棄物、及び太陽光を利用したエネルギープロジ
ェクトの推進が期待。(Texas Renewable Energy Industries Association News Release) 
 

2：全米研究委員会、FreedomCAR と燃料パートナーシップを査定評価した報告書を発表 
全米研究委員会(NRC)は、エネルギー省(DOE)の要請により、水素経済構築という目標に向けて
DOE が FreedomCAR 及び燃料パートナーシップ(Fuel Partnership)の下で支援している研究努力
を査定評価していたが、その調査報告書『FreedomCAR と燃料パートナーシップの研究プログラム
再考：第 1 回報告 (Review of the Research Program of the FreedomCAR and Fuel Partnership - 
First Report)』を 8 月 2 日に発表。本プログラムは直面する重大課題を全て確認していると評価。
報告書は、同プログラムの強みとして、産官合同研究チーム中心の組織、軽自動車全種を対象化、
燃料生産とインフラ技術を含めていることを挙げている。また、①内燃機関の燃料消費量・排出量
を削減する研究開発の継続や、②薄膜の研究開発・新型触媒システム・電極デザインへの更なる注
力、③水素燃料利用のみならず電気自動車用の高エネルギーバッテリー技術の追求、④水素経済へ
の移行に際する特段の注意、⑤燃料電池車の使用場所近辺で水素製造すべく、天然ガスの改質や電
気分解といった分散型水素生成の開発への努力、⑥炭素回収貯蔵システムのサブチームの設置等を
提言。(NRC News Release; NRC Review of the Research Program of the FreedomCAR and Fuel 
Partnership Prepublication Copy, 2005) 
 

9： オレゴン州、住宅用太陽光発電装置に税控除を提供する法案を可決 
オレゴン州が、住宅用太陽光発電装置に 3 ドル/W、 高 2ｋW までの 6,000 ドルという税控除を提
供する法案(州法案第 733 号議案)を可決。同法案には州議会で超党派の支持があったほか、Ted 
Kulongoski 州知事(民主党)も賛同しており、近々、州知事署名・成立見込み。法制化されれば、新
たな税控除は 2006 年 1 月 1 日の発効。同州は太陽エネルギー利用の温水装置導入では全国 5 位の
うえ、太陽エネルギーその他再生可能エネルギーを幅広く支援していることから、全国で も魅力
あるエネルギー市場の一つになっているという。 (RenewableEnergyAccess.com; Oregon State 
ENERGY Website)  
 

10：ローレンスバークレー国立研究所、代替エネルギー資源の開発でエリトリア国を支援 
エネルギー省(DOE)傘下のローレンスバークレー国立研究所が、紅海に面したエリトリア国の風力
発電プロジェクトを支援。このパイロットプロジェクトの目的は同国のエネルギーの大半を風力発
電で賄えるか否かを判定することで、ローレンスバークレー国立研究所は、 も効率的な風力発電
システム導入方法の作成及びプロジェクトの進捗状況を追跡するプロトコルの開発でエリトリア政
府を支援。パイロットプロジェクトの実施期間は 9 ヵ月間で、地球環境機構(GEF)とエリトリア政
府が総コストの 380 万ドルを折半予定。 (Lawrence Berkeley National Laboratory News Release) 
 

12：加大バークレー校研究チーム、低品位シリコン利用方法を開発；太陽電池価格低下に期待 
加大学バークレー校とローレンスバークレー国立研究所が、低品位シリコンの金属不純物を操作し
て、低品位シリコンを太陽電池の製造に使用する方法を開発。低品位シリコンは安価で豊富だが、
性能の点で高品位シリコンの太陽電池に劣るほか、不純物除去技術が高額で、使用材料の安さとい
う利点が帳消しになるという問題を抱えていた。同校の研究チームは、シリコンに散在するナノサ
イズの欠陥が電子の少数キャリア拡散距離を短くしているが、これらの欠陥を集めてグループ化す
ることにより、電子への影響が少なくなることを発見。シリコンの冷却速度を遅めにとって不純物
を大きなクラスター化し、電子の少数キャリア拡散距離を 4 倍に伸ばすことに成功。太陽電池価格
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の大幅な低減に繋がる可能性が期待。(University of California-Berkeley News Release) 
 

18：コロラド州、Fuerfano 郡の有力な風力発電候補地に高さ 50ｍの風力計測タワーを設置 
コロラド州のエネルギー管理保全局(OEMC)は、風速計を装備した風力タワー（高さ 20 メートル、
8 基）の無料貸出プログラムを使って、州内各地で風況データを収集中。同貸出プログラムはエネ
ルギー省(DOE)からの支援で実施。 近では、同貸出プログラムに参加登録しているサンイザベル
電力協会のメンバーに、高さ 50 メートルの風力タワーの貸し出しも発表。このタワーは、平均風
速 17 マイル／時が記録されている Huerfano 郡等有力候補地に設置し、将来の風力発電プロジェク
トの融資獲得に必要なデータを 6～12 ヵ月間収集予定。(OEMC News Release) 
 

19：NSF、コスト高騰を理由にブルックヘイブン国立研究所の RSVP プロジェクトを中止 
全米科学財団(NSF)は、ブルックヘイブン国立研究所(BNL)における Rare Symmetry Violating 
Processes (RSVP) プロジェクトについて、コスト高騰を理由に支援を打ち切ることを決定。同プ
ロジェクトは、ミュー粒子が電子に転化する可能性を探る Muon-to-Electron Conversion 
Experiment (MECO) 実験、及び、物質と反物質の挙動に差異を探る KOPIO 実験から成り、2 基
の巨大検出器建設を目前にしていた。当初 1.45 億ドルであったプロジェクト・コストは、BNL の
陽子加速器「Alternating Gradient Synchrotron (AGS)」を RSVP プロジェクト用にアップグレー
ドする為のコストが要因となって、2.82 億ドルまで上昇。上・下院の歳出委員会はともに、2006
年度 NSF 予算案から同プロジェクトを削除していたため、今回の NSF 決定は RSVP プロジェクト
に携わる科学者達も予想していた。RSVP プログラムの中止に加え、米国内ではニュートリノ (中
性微子) 加速器を使わない素粒子物理の実験が数年以内に全て打ち切られることが予想され、この
研究分野がスイスや日本などの他国に開かれる可能性が高い。(Science) 
 

 
Ⅱ 環 境 
8 月／ 

4：二酸化炭素排出権取引の恩恵を受ける、ホンジュラスの水力発電プロジェクト 
世界銀行が、自ら管理するコミュニティ開発炭素基金(CDCF)の革新的炭素取引メカニズムを利用
して、ホンジュラスのラ・エスペランザという町の小規模水力発電プロジェクトから、二酸化炭素
排出権を購入すると発表。同プロジェクトは、同国中部に位置するインチブカ地方の遠隔・山岳地
域において 12.7MW の発電を行い、ラ・エスペランザ及び周辺住人約 4 万人への電気供給と CDCF
への排出権売却を予定。クリーン開発メカニズム(CDM)の理事会によって登録・承認された初の
CDCF プロジェクト。(The World Bank News Release) 
 

11：カナダ政府、国内炭素排出権取引制度設置に関するルールを提案 
カナダ政府が京都議定書の下で行った公約の一環として、国内炭素排出権取引制度の設置に関する
ルールを提案。カナダ政府が提案したのは国内における相殺システム(Offset System)で、インセン
ティブによる技術革新の奨励を目的。新技術や先進技術の活用により温室効果ガス排出を節減する
プロジェクトには、クレジットを与え、このクレジットを他者に売却可能なものとする。政府自身
は、政府に代わり炭素排出権購入を委任された気候基金(Climate Fund)を通して、クレジットを入
手。同国政府は、本提案に対して州政府や産業界及びその他の利害関係者からコメントを求める予
定。2006 年の序盤までに 終的にまとめあげ、実行される見込み。(Environment Canada Press 
Release) 
 

19：EPA、エネルギー政策法の定める燃料関連義務要項実施のため暫定規定策定を検討中 
2005 年包括エネルギー政策法の下で環境保護庁(EPA)は、再生可能燃料クレジット取引計画の策定
に係わるが、同庁はこのプログラムの詳細提供のために暫定規定を設け、また、業界の声を募るこ
とを検討中。問題は人材と予算の不足で、EPA の燃料専門家等は、同規定に加えて、州政府のエタ
ノール使用義務免除を認める条項、エタノール含有燃料からの蒸発ガスに関する規定、移動排出源
からの有毒排気物規定及び燃料添加物の健康への影響を調査する為の新要項策定、等にも取り組ま
ねばならない。予算面では、行政管理予算局(OMB)が、エネルギー法案対応の補正資金は 2006 年
度中には下りない (2007 年度予算要求に盛り込まれる可能性が大)と発言。(Inside EPA) 
 

23：ブッシュ政権、軽トラックの新たな企業平均燃費基準を発表 
ブッシュ政権は、軽トラックの企業平均燃費 (CAFE) 基準を改定するにあたり、新基準を車両のサ
イズ毎に決定するという新規制を発表。新提案は、軽トラックというカテゴリーに分類されている
ピックアップトラック、スポーツ多目的車(SUV)及びミニバンをサイズに基づいて 6 種に細分。
小クラスの軽トラックには 2011 年型車で 1 ガロンあたり 28.4 マイル、 大クラスの軽トラックで
は 1 ガロンあたり 21.3 マイルという CAFE 基準の達成を義務付け。新基準は、2008 年型から 2011
年型の製造年期間に段階的に導入され、2011 年型車からは新 CAFE 基準の遵守が全て義務付けら
れる。米国高速道路交通安全局 (NHTSA) が近々新規定の詳細を発表し、一般からコメントを受け
付ける予定。 終規定は 2006 年 4 月までに発表予定。(The Wall street Journal； Greenwire) 
 

  ：環境保護庁、大気質に関する報告書を発表 
環境保護庁(EPA)が報告書『米国東部におけるオゾン抑制プログラムの評価  (Evaluating Ozone 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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Control Programs in the Eastern United States: Focus on the NOx Budget Trading Program 
2004)』を発表。同報告書は、EPA が 1990 年代半ばに窒素酸化物(NOx)と揮発性有機化合物(VOCs)
の排出削減を目的に米国東部で開始した各種プログラムの効果を分析。主な調査結果は、①1997
年から 2004 年の間に NOx 排出が 25%、VOCs が 21%減少、②特に地域的な NOx 移動及び米国東
部の地表レベルオゾンを削減することを目的とした EPA の 新プログラム「NOx SIP Call」(2004
年-)が効果的で、これを遵守した発電所から放出される NOx 排出量は 2002 年以降に大幅減少、一
方他産業の排出源では大幅な排出削減は見られない、等。(EPA Report “Evaluating Ozone Control 
Programs in the Eastern United States,”) 

 
 
Ⅲ 産業技術 
7 月／ 
20：UC バークレー校の研究チーム、細胞や微粒子を操作する光電子ピンセットを発明 

カリフォルニア大学バークレー校の研究者等が、生体細胞ほどの小さな微粒子を壊さずに操作でき
る新デバイス「光電子ピンセット(optoelectronic tweezers)」を発明。Ming Wu 博士を中心とする
研究チームが全米科学財団(NSF)と防衛先端研究計画局(DARPA)からの助成で実施。7 月 21 日号の
Nature 誌で発表。発光ダイオードのような弱いレーザービームの光エネルギーを使い、光伝導性
の物質で被膜されたスライドガラス上に電場を作り、レーザービームを動かすことで電場内の微粒
子の動気を制御する。強いレーザービームを使用する光ピンセット(optical tweezers)のような既存
の細胞操作方法よりも多くの微粒子分子を捕らえることが出来たという。 (UC Berkeley Press 
Release) 
 

8 月／ 
8： 全米科学アカデミー、米国の技術アジェンダを策定中 

全米科学アカデミー(NAS)が、Lamar Alexander (共和、テネシー州)と Jeff Bingaman 両上院議員
(民主、ニューメキシコ州)の要請により、『21 世紀の世界経済と米国の繁栄：米国の科学技術アジ
ェンダ』という報告書を作成中。科学技術の重要分野で米国がリーダーシップを維持するための課
題の特定と、10 の科学技術計画推進方策及びその具体的な実施ステップの列挙、さらには技術変化
を受容可能な労働者人口育成のためのステップの提示が目的。「21 世紀の世界経済と米国の繁栄」
委員会は 8 月 6 日の週に会合を開き、(1) 高等教育研究会；(2) イノベーション及び労働者人口研
究会；(3) K-12 研究会；(4) リサーチ研究会；(5) 安全保障(security)研究会という 5 つのフォーカ
スグループを設置。報告書の完成は 9 月末見込み。両上院議員は同報告書受領後に、上院エネルギ
ー・天然資源委員会で NAS 提言に関する公聴会を開催予定。(Manufacturing & Technology News) 
 

8： 「競争力とイノベーションに関するサミット」の日程決まる 
仮称「競争力とイノベーションに関するサミット (Summit on Competitiveness and Innovation)」
という会合が、2005 年 12 月 6 日に首都ワシントンで開催される。同サミットは、下院歳出委員会
の Frank Wolf 科学関連省庁・国務省・司法省・商務省担当小委員会委員長(共和、バージニア州)
が提案し、下院科学委員会の Vernon Ehlers 環境・技術・標準担当小委員会委員長(共和、ミシガン
州)同サミット企画に主導的役割を果たしている。同サミットには、米国企業からトップ CEO( 高
経営責任者)を 50～75 名招聘し、世界経済における米国のリーダーシップ維持、雇用創出の促進、
生活レベルの向上に役立つ施策を検討するという。商務省、全米製造者協会(NAM)、米国エレクト
ロニクス協会、ジョージメースン大学等が協賛。(Manufacturing & Technology News) 
 

11：全米科学財団、新しい化学結合センターへの助成を発表 
全米科学財団(NSF)が、自由な思考を許す柔軟な環境で化学現象の「大問題」に取り組むことを目
的とする、新たな化学結合センター(Chemical Bonding Center = CBC)を支援する予定と発表。
CBC への助成は NSF 化学部門から拠出され、第 1 フェーズでは各センターに 3 年間で 150 万ドル
を提供。有望なセンターには第 2 フェーズとして 高 5 年間、毎年 200～300 万ドルを給付。太陽
光貯蔵（カリフォルニア工科大構内)、分子サイバネティクス(コロンビア大学構内)、分子の内部作
用(カリフォルニア大学アービン校構内)の３つの CBC が提案されている。(NSF Press Release) 
 

15：全米科学財団の調査：大学院理工系へ進む学生は増加したが、外国人学生が減少 
全米科学財団(NSF)が、1993 年から 2003 年までの理工系大学院生に関する統計を発表。『2003 年
に大学院理工系(S&E)プログラムへの登録が増加した一方、外国人学生の登録が初めて減少』とい
う統計報告の主要な調査結果は、①2003 年の大学院 S&E プログラム入学生は全体で 2002 年より
も 4%、10 年前よりも 9%増加、②コンピューター科学(前年より 3%減少)を除く全ての分野で登録
者が増加、③女性の割合は 1993 年の 36%から 2003 年には 42%に増大、④過去 10 年間で大学院
S&E プログラムを卒業したマイノリティ学生数が増大、⑤S&E プログラムに登録した外国人学生
は 2002 年の 6%減少に続き、2003 年も 8%減少（ただし、生物科学、数理科学、心理学への登録学
生は増加）、等を報告。(SSTI Weekly Digest) 
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Ⅳ 議会・その他 
8 月／ 
4： ブッシュ大統領、総額 263 億ドルの内務省・環境保護庁・他関連省庁歳出予算法に署名 

ブッシュ大統領が 8 月 3 日、内務省、環境保護庁(EPA)、国立公園事業局の 2006 年度予算を盛り込
んだ歳出予算法案に署名し、総額 263 億ドルの 2006 年度内務省・EPA・その他関連省庁歳出予算
法(公法 109-54 号)が成立。EPA や連邦政府土地調達プログラムの予算を削減する一方で、国立公
園事業局の運営費や森林関連の有害燃料削減計画への予算を僅かながら増額。2006 年度 EPA 予算
は 77.3 億ドルで、政権要求額よりは多いが 2005 年度予算からは 2.95 億ドルの削減。クリーンウ
ォーター州回転貸付基金が現行予算から 1.9 億ドルの削減(2003 年度以来 33%削減)などが響く。
(Greenwire) 
 

9： 中小企業開発プログラムへの認識向上を目標に全国行脚する国防省の Ciardello 部長 
アリゾナ州ツーソンで開催されたハイテク業界午餐会で、米国防省の Victor Ciardello Jr. 中小企
業技術・産業基盤部長は、国防省の中小企業革新研究(SBIR) 及び中小企業技術移転研究(STTR)グ
ラントの重要性を強調。同部長は国防省の各種中小企業開発プログラムへの認識を高めるために全
米を行脚中。同部長は、来年度中に SBIR グラントの上限が引き上げられる（第 1 フェーズ：10 万
ドル→12.5 万ドル、第 2 フェーズ：75 万ドル→100 万ドル）ことを期待と述べるとともに、グラ
ント以外の形式で市販化技術への公共及び民間の投資を促進する第 3 フェーズの SBIR プログラム
も開設したいと指摘。(Small Times) 
 

10：オレゴン州とワシントン州、温室効果ガス排出削減でカリフォルニア州に追随 
オレゴン州とワシントン州は、移動発生源から放出される温室効果ガス等を大幅削減するプログラ
ムの開始を準備中。オレゴン州が年末をめどに、2016 年までの温室効果ガス 30%削減を目指した
排出基準を設定するクリーン車両プログラムを開設予定。続いてワシントン州も、今年序盤に同州
で成立した法律の下で、同様のプログラムを開設見込み。一方、自動車メーカー等は、かかる州政
府プログラムは燃費規制に係る連邦政府権限に抵触しているとして、クリーン車両法の取消しを目
指し、カリフォルニア州で係争中。(Greenwire) 
 

10：下院共和党議員 24 名、財政調整法案からの ANWR 解禁条項除外を要求 
Jeb Bradley 下院議員(ニューハンプシャー州)や Sherwood Boehlert 下院議員(ニューヨーク州)を
始めとする共和党下院議員 24 名が、Dennis Hastert 下院議長(共和、イリノイ州)と Richard Pombo
下院資源委員会委員長(共和、カリフォルニア州)に、財政調整法案の審議プロセスは北極圏野生生
物保護区域(ANWR)での掘削問題を取り上げる理想の場ではないと主張する書簡を送付。ANWR 問
題を含めることは財政調整法案の審議を行詰まらせる可能性があるとの理由。財政調整法案の議会
採決は 9 月 15 日前後を予定。(E&E News PM) 
 

11：気候変動が保険業界にもたらす影響 
ローレンス・バークレー国立研究所の研究員が、異常気象による経済的損失が世界の保険支払額の
大幅増加を引き起こしていると指摘。Evan Mills 氏によると、気候関連の保険賠償請求は人口増加、
インフレーション、あるいは気候以外の賠償請求よりも遙かに急速に増大しており、1990 年代には
世界全体の経済的損失額の 25%が、異常気象関連の損失。しかもまだ過小評価の可能性も。同氏は、
理解を深めるために、気候変動の影響の査定に「深く関与」するよう保険業界に呼びかけ。彼は、
さらに優れた気候変動の影響のモデルを作る も効果的な解決策には、「官民のパートナーシップ
が欠かせない」と結論。(Lawrence Berkeley National Laboratory News Release) 
 

18：アラスカとカナダのユーコンを訪問中の米国上院議員、地球温暖化の影響は明白と発言 
John McCain(共和、アリゾナ州)、Hillary Clinton(民主、ニューヨーク州), Lindsey Graham(共和、
サウスカロライナ州)、Susan Collins(共和、メイン州)の４上院議員が、アラスカ州とカナダのユー
コン準州を来訪中。McCain 上院議員は、自ら提出した「気候管理・技術革新法案」の可決を支え
る情報を収集することが今回の渡航目的と言及。4 名の上院議員は、アラスカ州とユーコン準州に
おいて気候変動の影響が明らかであることを認め、McCain 議員と Clinton 議員は特に、甲虫の繁
殖がユーコン準州のエゾ松森林に破壊的影響を与えていることを取り上げ、地球温暖化のイヌピア
ット・エスキモーやその居住地域への影響を指摘。同法案に態度を保留している Graham 上院議員
ですら、地域の先住民等と話した後で気候変動問題を疑うことは不可能だと発言。(PlanetArk; EE 
News PM) 
 

22：カリフォルニア州エネルギー委員会、クリーンコール技術を検討 
カリフォルニア州の電力ミックスでは石炭火力発電が日の目を見なくなってから久しいが、11 月 1
日に同州知事へ提出予定の『2005 年包括エネルギー政策報告』を作成中のカリフォルニア州エネル
ギー委員会(CEC)が 8 月 17～18 日にワークショップを開催し、他州の石炭火力発電所からの電力
購入に関連する技術・環境・認可手続・稼働上の問題について、専門家の意見を聴取。第 1 日目の
講演者 3 名は揃って、(i)同州は将来エネルギー政策の設定においてクリーンコール技術を考慮に入
れるべきであること；(ii) 市場が将来の燃料源を決定すること；(iii)同州の公共政策が同州全体に多
大な影響を与えることを主張。(Platts Coal Outlook,) 
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